１．当事務及び事業に関する基本情報
No.2
業務に関連する政
策・施策

当該事業実施に係

開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進
（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）
開発協力大綱、平成 31/ 令和元年度開発協力の重点、TICAD Ⅵ ナイロビ宣
言、横浜宣言 2019、持続可能な開発目標（SDGs）実施指針、未来投資戦略
2018、成長戦略 2019、自由で開かれたインド太平洋、スポーツ・フォー・ト
ゥモロー（SFT）
、国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン、国際保健外交戦
略、平和と健康のための基本方針、国際的な脅威となる感染症対策強化に関
する基本方針、平和と成長のための学びの戦略、持続可能な開発のための教
育、新水道ビジョン、海外展開戦略（水）
独立行政法人国際協力機構法第 13 条

る根拠（個別法条文
等）
当該項目の重要度、 【重要度：高】
難易度
関連する政策評価・ 令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力
行政事業レビュー

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立行
政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット情報
（定量指標）

機構の支援を得た保健医療サービス
の裨益想定人口
学びの改善のための支援により裨益
した子供の人数

目標値 /
達成目標

年34

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

130 万人 35
（2016-

44 万人 44.3 万人 44.7 万人

－

2018）
1,000 万人36
（2017-

350 万人

324 万人

498 万人 346万人

2021）
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

②主要なインプット情報

18,153

支出額（百万円）

20,598

22, 33837

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：3.（2）
、中期計画：1.（2）
年度計画
1.（2）開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質の高い成長」とそれを
通じた貧困撲滅）
ア ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を目指した保健システムの強化

34

2019 年度計画における目標値

35

日本政府公約である TICAD VI の達成目標を基に、機構貢献分を 65％として想定して設定する。TICAD
VI の目標値：2016 年から 2018 年に 200 万人

36

前中期目標期間の実績と同等の水準を基に設定する。前中期目標期間実績平均 200 万人 / 年

37

暫定値
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•

「平和と健康のための基本方針」、「国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン」、「UHC 東京宣言」
等にも貢献するため、健康危機への準備態勢強化を含めた UHC の実現や非感染症対策の強化に向
けた事業を実施する。

•

特に、G20、TICAD 7、UHC フォーラム 2020 等主要国際会議において、日本政府として推奨すべ
き政策や、同政策に基づく ODA を通じた具体的な貢献策の検討プロセスに参画し、会議成果（宣
言文等）の取りまとめに貢献するとともに、会議を通じて機構の事業経験から得られた知見を発信
する等の知的貢献を行う。

•

また、上記主要国際会議等での、UHC に関連した政府公約や発表を具現化するための事業を形成
する。さらに、高齢化が課題となる開発途上地域を対象に、高齢者に対する介護ケアも視野に入れ
た保健システム強化に向けた政策対話を推進する。

イ 感染症対策の強化
•

感染症による健康危機時に対応する公衆衛生上の備えの強化に向けた事業を実施するほか、国際保
健規則（IHR：International Health Regulation）遵守を促進する。また、突発的な感染症の拡大に対応
した緊急支援を行うとともに、対応力向上のため、国際緊急援助隊感染症対策チームの質の向上に
取り組む。

•

特に、アフリカ地域では、2018 年度に立ち上げた事業等を通じてアフリカ疾病予防管理センターと
の連携を本格化し、域内の拠点ラボやサーベイランスネットワークの強化等を支援する。また、実
施中の技術協力事業や留学制度を活用したグローバル感染症対策に係る人材育成を通じて、各国の
検査・研究能力の強化に取り組む。さらに、TICAD 7 の機会を捉え、国際獣疫事務局（OIE）等新
たなパートナーとの連携も強化する。

ウ 母子保健の向上
•

母子に対する継続的な保健サービスの提供と乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた支援に
取り組む。

•

特に、母子手帳を活用した技術協力事業の質の向上に向け、世界保健総会、母子保健関連国際会議
や各種研修を通じて各国の持つ知見の共有を支援する。

•

世界保健機関（WHO）とともに、2018 年 9 月に公表された母子手帳に係る国際標準ガイドライン
について国際会議等で内容を周知し、新たに母子手帳を導入する意思を有した国に対してワークシ
ョップやセミナーの開催、母子保健手帳の試行導入に係る助言等の技術的な支援を実施する。

エ 栄養の改善
•

「栄養改善事業推進プラットフォーム」の共同議長として、本邦企業の活力も活用し、開発途上地域
の栄養改善に向けた事業を実施する。また、アフリカにおいて「食と栄養のアフリカ・イニシアチ
ブ（IFNA：Initiative for Food and Nutrition Security in Africa）」を推進し、栄養改善に向けた分野横断
的な事業に取り組む。

•

特に、「栄養改善事業推進プラットフォーム」では、参加企業の増加に向けて広報活動の強化等に
引き続き取り組むとともに、プラットフォームとしての事業形成に当たり、将来的な機構の民間提
案型事業への発展や、最終的なビジネス展開の確度が向上するよう、初期段階からの提案企業への
コンサルテーションを強化する。

•

IFNA に公式に参加表明した全ての国において、当該国による IFNA を通じた取組方針（ICSA：
IFNA Country Strategy for Actions）の最終化を支援する。また、TICAD 7 で優良事例を紹介するとと
もに、アフリカ域内への取組拡大を発表する。2020 年の栄養サミットを見据えつつ、機構の事業に
おける栄養改善事業の着実な形成・実施と、国際機関と連携した IFNA イニシアティブの推進に寄
与する。

オ 安全な水と衛生の向上
•

安全な水へのアクセスの改善、持続的かつ効率的な水の供給・利用・管理及び衛生に関する知識や
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技術の向上に向けた事業を実施する。
•

特に、水道事業のサービス改善を支援する。また、無収水対策に関する知見と協力方針を取りまと
め、ブレンデッドファイナンス等の資金調達の動向にも留意しつつ、資金調達の前提となる水道事
業体の経営改善に向けた支援を強化する。

•

留学事業、自治体との連携強化等を通じた日本の知見の活用を重視し、開発効果のスケールアップ
に向けた域内でのプロジェクト間、水道事業体間での知見の共有に取り組む。また、TICAD 7 を踏
まえ、アフリカの SDGs ゴール 6 達成に向けた支援、栄養アプローチ等のマルチセクターでの取
組、気候変動対策の主流化を進める。

•

ストックホルム世界水週間において、統合水資源管理に関する機構事業から得られた知見を発信す
る。

カ 万人のための質の高い教育
•

「平和と成長のための学びの戦略」に貢献するため、子どもの学びの改善に向けた支援に取り組む。
特に、コミュニティと学校の協働による教育開発モデルの開発・普及のための調査・事業、日本式
教育の導入・展開のための事業、算数教科書の開発、教員研修及び教員養成課程の改善を重点的に
実施する。アジア及び中東地域では、疎外されている子どもへの教育機会の実現のため、インクル
ーシブ教育及びノンフォーマル教育に係る事業を継続して実施する。

•

G20 及び TICAD 7 が日本国内で開催されることを踏まえ、世界銀行、教育のためのグローバル・
パートナーシップ、貧困アクションラボ（J-PAL）、UNICEF 等パートナー機関との連携を強化する
とともに、シンポジウムを開催し機構の取組の優良事例を国内外に発信する。

キ スポーツ
•

「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）」の取組に留意しつつ、引き続き外部関係機関等との連携
を強化するとともに、開発途上地域の体育科教育支援や、障害者スポーツの普及等による障害者・
社会的弱者の社会参加の促進、スポーツを通じた民族融和及び平和の促進等に向けた支援に取り組
む。

•

2018 年度に策定した「スポーツと開発」に係る取組方針を踏まえ、2019 年度に予定されている
TICAD 7、ラグビーワールドカップ 2019 を契機に、「スポーツと開発」における機構の取組を内
外へ発信する。また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会参加国の関係機関等の能力強化
を継続する。

ク 社会保障・障害と開発
•

日本の社会保険労務士や公的年金制度等をモデルにした社会保障制度の構築・強化及び障害アクセ
シビリティの改善に向け、これら制度を支える人材育成を支援する。また、国連障害者権利条約及
び障害者差別解消法を踏まえ、障害に関する取組や視点の事業への組込を更に推進するために、機
構事業関係者の障害に関する研修等を実施する。

•

特に、エジプトにおけるアクセシブルな情報システム（DAISY）図書製作技術者の人材育成に着手
するとともに、ヨルダンにおける障害主流化促進のガイドライン策定及び継続的な人材育成の仕組
みの構築を支援する。また、課題別研修「障害者のエンパワメントを通じた自立生活促進」を活用
し、

•

TICAD 7 において障害分野のサイドイベントを実施する。
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照）

・ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）実現に資する，政策・制度の導入・改革，能力強化
等の保健システムの強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（特に 3.8）関連）

・ 強じんな保健システムの構築に資する，感染症への対応能力の強化に係る支援の実施状況（SDGs
Goal 3（3.3，3.d）関連）

・ 母子保健サービスの向上に資する，看護・助産人材育成等に係る支援及び母子手帳の普及と国際
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的認知の向上に係る取組の実施状況（SDGs Goal 3（3.1，3.2）関連））

・ 栄養状況の改善に資する，分野横断的かつ民間の活力も活用した支援の実施状況（SDGs Goal 2
（2.2）

・ 関連）
・ 安全で安価な水の確保に資する，安全な水へのアクセス改善や水の供給・利用・管理や衛生に係
る能力向上支援の実施状況（SDGs Goal 6 関連）

・ 子供の学びの改善に資する，質の高い教育環境の提供，ジェンダー配慮・女子教育の推進，及び
疎外されている人々への教育拡大に係る支援の実施状況（SDGs Goal 4（4.1，4.2，4.5，4.6，
4.7，4.a 及び4.c）関連）

・ スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に資する，関係機関との連携強化やスポーツを通じた支
援の実施状況（SDGs Goal 4 関連）

・ 社会保障制度の構築に係る支援の実施状況（SDGs Goal 1（1.3），8（8.5，8.8），10（10.4）関
連）

・ 障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の視点の組込に係る取組状況（SDGs Goal 4
（4.5，4.a），8（8.5），11（11.7）関連）

３－２．業務実績
•

人間の安全保障の再定義と国際機関からの賛同・支持：開発協力大綱でも掲げられ、機構のミッ
ションの一つである「人間の安全保障」について、国際社会において不確実性が増すなか、国際
社会に登場した 1994 年からの変化を踏まえ、現代の課題に合わせて再整理を試みた。具体的に
は、「命・暮らし・尊厳」という人間の安全保障の重要な要素に対する「脅威」を、現在の国際社
会に存在する「平和と秩序」、「貧困・格差の拡大や高齢化」、「気候変動や環境等及び科学技術
の進展」という 3 つの脅威に分類し、各脅威への取組を「人間の安全保障 2.0」として整理した。
また、機構全体での議論を通じ、これを実現するための人・組織・社会の能力強化（エンパワメ
ント）、強靭な社会（システム）作りなどの原則を整理した。その成果をパンフレット「新時代の
『人間の安全保障』-JICA の取り組み -」（日本語・英語）として取りまとめ、機構を挙げた戦略
的な事業展開の強化を図った。あわせて、機構理事長をはじめ多くの機構役職員が、この考えを
数多くの国際会議や各国高官との会合や面談で精力的に発信、普及を進め、多くの国際機関から
の賛同を得た。
No.2-1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を目指した保健システムの強化

関連指標
UHC 実現に向けた国家政策の策定に
係る協力展開国数
保健政策に係る研修実績数
非感染性疾患の治療・検査態勢が強化

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

5 か国38

8 か国

6 か国

7 か国

か国

か国

90 人39

104 人

145 人

101 人

人

人

9 施設40

32 施設

10 施設

26 施設

施設

施設

38

前中期目標期間（2012-2015）実績

39

前中期目標期間（2012-2015）実績平均

40

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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された医療施設数

（1）

UHC 実現に資する保健システムの強化に向けた具体的な施策の実施状況

①

国際社会への貢献と情報発信

•

Health Professional Meeting 2019：G20 保健大臣・財務大臣会合に先立ち、東京で開催された国際
会議「Health Professional Meeting 2019：Road to UHC」の講演「健康と安全保障と UHC」におい
て、災害や感染症の流行など健康上の脅威を制御して UHC を達成するための鍵について、機構
が実施したコンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱、パキスタンでのポリオ、西アフリカ地域で
の保健人材、ガーナ及びバングラデシュでのコミュニティ活動に関する技術協力の実例や、機構
とアフリカ CDC（CDC：Centres for Disease Control and Prevention）との協力趣意書締結等の話を
交え、災害、感染症の流行など健康上の脅威への対処には強靭な社会システムが必要であり、鍵
は人々、コミュニティ、行政、国、更に国と国との「信頼」にある点を発信した。

•

Health 20 Summit 2019：G20 保健大臣・財務大臣会合に先立ち、東京で国際的有識者、政府、非
営利団体、民間企業等による国際会議「Health 20 Summit 2019：Financing for Global Health Innovation
& Sustainable Development」にて、各国内での資金の有効活用、特に社会関係資本や人々のオーナ
ーシップの強化などについて議論する重要性を日本及びタイの UHC 達成の軌跡や機構のパキス
タンやナイジェリア対するポリオ対策に関する革新的な円借款の実例を紹介しつつ発信した。

•

国連総会 UHC ハイレベル会合サイドイベント：国連総会 UHC ハイレベル会合に合わせ、米国
ニューヨークで「伝統と革新を通じた UHC と感染症対策」をテーマとしたイベントを日本経済
新聞社と企画及び共催し、国内外に対する UHC 推進に関するアドボカシーを行った。UHC 達成
に向けた諸条件について、日本やタイの UHC 達成の経験実例を紹介しながら、人間中心でマル
チセクトラルなアプローチの推進、コミュニティ及び人々のエンパワメント向上、伝統及び最新
技術の最大活用、知見のグローバル共創等の重要性を発信した。

②

日本政府の政策（準備段階を含む）への貢献

•

TICAD 7 への貢献：日本政府の保健分野に関するコミットメント策定に関わり、横浜行動計画
2019 に① 300 万人の基礎医療アクセスや衛生環境の改善、健康保険普及、②保健人材の 2 万 6
千人育成が盛り込まれた。また、サイドイベントとして「Sustainable UHC in Africa through Building
Country Ownership」を主催し、UHC に関するケニア、セネガル、ガーナ等の各国の取組経験を引
き出しつつ、日本政府、世界銀行や世界保健機関（WHO：World Health Organization）等と共に、
UHC 推進のグローバルなモメンタムの醸成と、各国での UHC の実践の双方への貢献の必要性
を発信した。その他、国際援助機関や民間分野等が主催したサイドイベント「アフリカにおける
持続可能な保健財政構築を目指して」、
「公共調達制度 /SCM 改革と Digitalization を通して UHC
の具現化を展望する」、「非感染性疾患対策を通じ UHC 実現に向けた官民連携パートナーシッ
プの革新的取組」等に登壇し、UHC 達成に向けた取組の重要性と各国での機構の取組について発
信した。

③

第三国等と連携した国際研修

•

課題別研修「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成のための医療保障制度強化」：タイ保健省
から講師を招へいし、全ての人に財政的負担が可能な保健医療サービス提供のための制度や仕組
みづくりに関する研修をタイにおける具体的な経験を基に実施した。日本とタイ双方の経験のイ
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ンプットを通じ、各国からの参加者（11 か国 11 名）の多様な学び合いに貢献し、高い研修効果
発現に寄与した。
•

タイ「グローバルヘルスとユニバーサル・ヘルス・カバレッジのためのパートナーシッププロジ
ェクト」：タイ保健省、国民医療保障機構タイ国際保健政策プログラムと共に、20 か国からの 36
名の参加者に対する日タイの UHC 達成の経験や教訓を共有するための研修を実施した。

④

各国での具体的な事業

•

ラオス「持続可能な保健人材開発・質保証制度整備プロジェクト」：日本の国家試験制度の仕組
みを活用し、保健人材の資格制度構築のための法令整備に着手し、看護師の国家試験作成を支援
した。また、同国初のパイロット看護師国家試験を実現し、翌年度の国家試験本格試行と免許登
録制度の確立を支援した。試験作成や制度づくりを通じ、ラオス側の看護行政能力の向上に貢献
したほか、臨床看護に必要な知識を身につけた看護師の臨床現場への輩出を通じ、看護の質の向
上のための仕組みづくりを促進した。

•

モンゴル「一次及び二次レベル医療施設従事者のための卒後研修強化プロジェクト」：同国で初
となる総合診療研修（1 年間をかけて内科、小児科、産婦人科、救急科などをローテーションし、
地域で役立つ診療能力を身につける研修）を地方部にて実施し、一般的な症状で医療機関を訪れ
ることが多い地方部の受診者の医療サービスニーズに応えることができる人材育成のための研修
の定着に取り組んだ。同研修は 2 年目からは都市部においても開始され、専門に偏ることのない
幅広い知識と技能を有する医療人材の育成システムが拡大している。さらに、同国で初めて看護
管理者に対する看護指導者育成研修も実現し、看護師の指導を行うための人材の拡充への貢献を
通じて、都市部と地方部の医療サービスの質の格差改善に大いに貢献している。

•

タイ「グローバルヘルスとユニバーサル・ヘルス・カバレッジのためのパートナーシッププロジ
ェクト」：本邦研修や日本の有識者による経験の共有等を通じて、バンコク都市圏における診療
報酬制度の導入を支援し、診療報酬点数表に基づく保険者から医療機関への医療費支払システム
の試行が開始された。その結果、診療に要する費用を過去の実績に基づきタイ側で価格（点数）
を設定し、安定的な保険財政を目指す制度構築が促進された。また、タイの点数設定のプロセス
に資するような日本の経験についても、日タイ双方での共有が促進された。2020 年１月に、
PMAC2020 のサイドイベントにおいて、これらの取組を日タイで共同発信した。

•

ザンビア「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成のための基礎的保健サービスマネジメント強
化プロジェクト」：2015 年よりザンビア保健省、ルサカ州、南部州各州保健局及び両州の 4 県
の県保健局に対して基礎的保健サービスの計画立案及びマネジメント能力の強化を図った。同プ
ロジェクトにて作成した母子・新生児保健紹介指針、産後出血対策の研修手引き等が国家プログ
ラムの中で採用され、保健省のウェブサイトで公開され広く活用されている。また、対象 4 県で
はヘルスセンター及び一次・二次病院での感染症予防や治療、妊婦健診等の提供が 75％から 84％
まで上昇し、住民の保健サービスへのアクセスが向上した。

⑤

協力終了後の自立的展開

•

ミャンマー「保健システム強化プロジェクト」：モデルサイトのカヤー州総合病院にて導入した
5S/カイゼン の取組が院内感染の低下などの効果があったことなどから、優良事例としての知名
度が高まり、同国保健省の患者安全賞を受賞した。また、事業を通じて育成された人材が講師と
なり、ヤンゴン公衆衛生大学にて、カヤー州の取組をセミナーにて紹介した。

（2）

非感染症対策の強化に向けた具体的な施策の実施状況
2-6

•

バングラデシュ「コミュニティ主体の健康づくりプロジェクト」：プロジェクトの対象地の一つ
であり、ミャンマー・ラカイン州からの避難民を受け入れているコックスバザール県の県病院に
て、冠動脈疾患集中治療室の 10 床追加による拡充を支援し、狭心症や心筋梗塞等の急性期患者
への対応能力の強化を実施した。同県病院では、心血管疾患の集中治療を受けることができる月
間平均重症患者数が、以前の 28.3 名から 72.8 名と約 2.57 倍に増加し、避難民のみならず多く
の地域住民にまで裨益している。また、同県病院及び県内 2 か所の郡病院に、非感染症疾患（NCD：
Non Communicable Diseases）の早期発見やモニタリングのため、医療従事者が身長、体重、血圧及
び血糖測定とカウンセリング機能を有する「NCD コーナー」を設置したほか、1 か所のコミュニ
ティクリニック建設を支援した。さらに県内 5 郡の計 130 か所のコミュニティクリニックで
NCD に関する早期発見のためのサービスを展開し、スクリーニング件数が 2019 年 4 月の 446
件から、12 月の 2,407 件まで拡大した。同県が属するチッタゴン管区全体の月間スクリーニング
件数が、2019 年12 月時点で1 コミュニティクリニック当たり3.3 件程度であり、同県の月間スク
リーニング件数が、1 コミュニティクリニック当たり 25.2 件と、約 7.6 倍まで拡大し、NCD の
早期発見に貢献している。

•

モンゴル「日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サービス提供の体制確立プロジェクト」：同
国初の教育病院であり、無償資金協力で整備された「日本モンゴル教育病院」の運営管理及び同
国でも課題である NCD を含む医療サービスの提供体制の確立に向けた支援を行ってきた。同病
院は 2019 年 10 月に正式に開院し、外来診療を開始した。同病院の開院式典には日本政府から
河野外務大臣（当時）、モンゴル政府から、フレルスフ首相、ツォグトバータル外務大臣ら多く
の要人の参加を得た。フレルスフ首相からは民主化以降の日本のモンゴルへの協力への謝意と最
新の設備が整った本病院から、優秀な人材が活躍することへの期待が述べられ、同病院の開院は、
単にモンゴルの医療人材の育成の貢献のみならず民主化以降の日本のモンゴルへの協力の象徴と
しての意義がモンゴル側から表明された。開院後は1 日あたり約250 ～ 300 人の患者受入を開始
し、外来診療における安定的なサービス提供と、手術室・入院病棟・ICUのサービス開始に向けて
引き続き支援を行っている。

（3）
•

SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ゴール 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」の特に
UHC 達成を謳った SDGs ターゲット 3.8 に資する案件を、既述のとおり、モンゴル、タイ、ベ
トナム、ミャンマー、バングラデシュ、タジキスタン、ザンビア等で実施したほか、TICAD 7 等
の機会を通じアフリカ地域への貢献を中心に数多くの国際会議の場で機構の取組等を発信した。
また、NCDs への対処を謳った SDGs ターゲット 3.4 に資する案件を、アジア地域を中心に実施
した。

No.2-2 感染症対策の強化

基準値

2017 年度

2018 年度

感染症対策に係る研

6,700 人

6,966

6,765

修実績数

41

人

人

関連指標

41

TICAD VI の目標値：2016 年から 2018 年に 2 万人
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2019 年度

2020 年度

2021 年度

－

－

－

（1）公衆衛生の強化に向けた具体的な施策の実施状況
①

検査室の能力・サーベイランス強化

•

アフリカの感染症対策強化のための戦略の具現化：感染症対策に従事する人材の育成やネットワ
ーク強化を行うために、1）感染症拠点実験・検査室（ラボ）の機能強化、2）感染症対策人材の育
成、3）地域・国際イニシアティブへの貢献を柱とした戦略を立案した。その戦略を具現化するた
めに、技術協力（プロジェクトの実施や研修員受入）や無償資金協力による検査室整備に取り組
んだ。

•

東アフリカ諸国：機構が長年協力を行って来たケニア中央医学研究所（KEMRI：Kenya Medical
Research Institute）にて、人の移動に伴い国境を容易に超える感染症の対策を地域的に強化するこ
とを目指し、ケニアを含む 7 か国 14 名の検査室管理者や検査技師を対象とする検査室能力強化
の研修を実施した。

•

ナイジェリア、コンゴ民主共和国：無償資金協力による国家の拠点検査室の整備を進めるととも
に、検査室能力強化と感染症サーベイランスの強化のための技術協力を開始した。ナイジェリア
ではナイジェリア疾病予防センター（NCDC：Nigeria Centre for Disease Control）の検査室整備のた
めの無償資金協力の贈与契約（G/A）を締結するとともに、技術協力を開始した。コンゴ民主共和
国では、国立生物医学研究所（INRB：Institut National de Recherche Biomédicale）に対する無償資金
協力を通じ高度な機能を持つ検査室を引渡し、技術協力も開始した。両国では、ハード面で国家
の中心的な検査室の機能を施設整備により強化するとともに、ソフト面でも疾病検査の技術や制
度の改善、研究活動の推進による検査能力や体制強化の推進に着手した。

②

感染症対策に従事する人材育成

•

キリバスでフィラリア制圧宣言：機構は、キリバスはじめ大洋州 14 か国に対し、1989 年から継
続的なボランティア派遣による予防の啓発活動や、集団薬剤投与の実施と薬剤管理、集団薬剤投
与のデータ報告、患者ケアの指導を実施してきた。1999 年に WHO が「大洋州リンパ系フィラリ
ア症対策」を開始した後は、この事業を支援する形で 2000 年から集団薬剤投与の薬と血液検査
キットの提供等を行った。2013 年からは、民間の製薬会社エーザイによる薬の無償提供とも連携
し、コミュニティでの集団薬剤投与の実施を支援した。これら長年の協力の結果、WHO が2019
年にキリバスでフィラリア症の制圧を宣言に到った。フィラリア症は、顧みられない熱帯病
（NTDs：Neglected Tropical Diseases）の一つで、蚊によって媒介される寄生虫疾患であり、罹患す
ると一生障害が残る疾患である。同病の制圧は太平洋諸国において、国民の社会・経済活動への
参加機会確保や保健医療予算の有効な活用に寄与するものである。

•

JICA 開発大学院連携「健康危機対応能力強化に向けた感染症対策グローバル・リーダー育成プ
ログラム」
：感染症分野の WHO 協力センターとして認定されている北海道大学及び長崎大学に、
感染症拠点ラボの能力及びネットワーク強化に取り組む 6 か国（ベトナム、ケニア、ガーナ、ザ
ンビア、ナイジェリア、コンゴ民主共和国）の検査室の技師、疫学担当官などを留学生（博士、博
士研究員）として受け入れた。2019 年度は 6 名が来日し、2017 年度から累計 23 名を受け入れ
た。

•

課題別研修「HIV を含む各種感染症コントロールのための検査技術とサーベイランス強化」
：1993
年に開始され、延べ 60 か国以上、約 250 名の検査室従事者を研修員として受け入れた。2019 年
度は研修受講後の活動状況確認と今後の研修改善のため、ジンバブエの帰国研修員やその職場に
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おける活動状況のフォローアップ調査を行った。11 名の帰国研修員とのインタビューや所属先訪
問により、研修で得られた免疫力やウイルス量を測定する各種検査技術の活用や同僚への指導の
ほか、5S/カイゼンの適用による試薬の分別や検査検体到着時間の記録などにより、検体の収集か
ら結果の通知に至るまでの時間の短縮を実現するなど、検査室管理や品質向上のために継続的な
職場環境改善が進んでいることが確認された。
•

アフガニスタン「結核対策プロジェクトフェーズ III」：カブールを含む 5 つの州で薬剤耐性結
核患者の治療ができるよう体制を強化した。また、4 つの州において、結核感染のリスクが高い
出産女性に対する抗結核薬の予防的投与のパイロット事業を実施し、全結核報告者数に占める女
性の結核患者の割合が 3 州において 8 ～ 17％の減少が統計学的に有意にみられ、アフガニスタ
ンで多い女性結核患者の減少につながる可能性がある成果を得た。さらに、カブール近郊の 13 社
を対象とした職場検診のパイロット事業を技術的に支援し、これまで見つかっていなかった結核
患者を発見することにより、国家結核対策プログラムが新たな検診活動の制度を検討するための
能力強化に貢献した。

（2） 国際的なイニシアティブや国際機関等と連携した国際保健規則（ IHR：International Health
Regulation）遵守の促進
•

国際獣疫事務局（OIE：Oﬃce International des Epizooties）：アフリカにおける人獣共通感染症の
課題に対し、家畜疾病に高い専門性を有し動物の衛生や人獣共通感染症対策を国際的に主導する
OIE の知見を活用して取り組むべく、機構から OIE に積極的な働きかけを行った結果、TICAD 7
を好機として、人・動物の健康改善に向けた協力関係を築くための OIE との協力趣意書の署名交
換が実現した。ザンビアなどを中心として、近隣諸国への人と動物双方に感染する人獣共通感染
症などの対策で協力展開を行う機構の構想に OIE が参画することで、研修等において一層幅広
い知識を得た人材育成が進められることが期待される。

•

ア フ リ カ 疾 病 予 防 管 理 セ ン タ ー （ ア フ リ カ CDC ： Africa Centres for Disease Control and
Prevention）：IHR の遵守促進や公衆衛生危機の備えの強化に向けた連携促進のため、ケニア、ガ
ーナで実施する近隣諸国向け第三国研修の講師派遣の連携調整等を行った。また、アフリカCDC
が主催する 2020 年 3 月の「新興・再興感染症国際会議（ICREID：International Conference on（Re-）
Emerging Infectious Diseases）」にて、専門家チームが技術協力による研究の成果とその社会への
適用を発表し、アフリカの感染症対策への貢献を発信する準備を進めていたが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により直前で延期となった。

（3）突発的感染症の拡大に対する緊急支援
•

コンゴ民主共和国エボラ出血熱流行への対応：2018 年から流行が続くコンゴ民主共和国東部での
エボラ出血熱に対し、7 月の WHO による「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC：
Public Health Emergency of International Concern）」宣言後に呼応し、調査チーム及び国際緊急援助
隊・感染症対策チームを 8 月に派遣した。感染症対策チームは、流行地域に隣接し保健省がハイ
リスクと指定するチョポ州及び首都キンシャサにおいて、検疫及び感染制御の体制強化のための
技術支援を実施し、これら地域における感染症例の流入抑止に貢献した（結果的に支援対象地域
への輸入症例の流入は発生しなかった）。また、緊急援助物資として医療関係者の感染を防ぐた
めの個人用防護具（PPE：Personal Protective Equipment）を供与した。

•

あわせて、コンゴ民主共和国の北東に隣接し、同国からの難民の流入や日常的な人の往来も多い
ウガンダでも、2019 年 6 月にエボラ患者が確認された。これを受けて、機構のイニシアティブ
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により、ウガンダ保健省、WHO 及びサラヤ㈱と共に、感染リスクの高いコンゴ民主共和国国境付
近 23 県の院内感染対策に従事する医療関係者 41 名を対象に、エボラの現況やリスク、感染疑
い患者が搬送された際の対応策等について研修を実施した。また、ウガンダ保健省に対し、疾病
モニタリングのための中古車両及び 23 県の保健施設に院内感染予防のためのアルコール手指消
毒剤を供与した。コンゴ民主共和国で発生するエボラ出血熱の対応のため、近隣諸国においても
緊急支援を行うことにより新規患者発生拡大の抑制へ貢献した。
•

サモア独立国麻しん流行への対応：10 月にサモア独立国において発生した麻しんの流行に対し、
国際緊急援助隊・感染症対策チームを派遣した。同チームは、国際機関及び他国から派遣された
医療関係者と協働し、国立中央病院及び地区病院において乳幼児を中心に重症化した患者（約 90
人）の診療支援を行った。

（4）

SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ゴール 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」のう

•

ち、特に感染症への対処を謳った SDGs ターゲット 3.3 に資する案件をアフリカ地域中心に実施
した。
SDGs と Society5.0 をテーマとして 10 月に開催された国際会議「筑波会議」にて、コンゴ民主

•

共和国及びザンビアからの長期研修員（留学生）と受入先の北海道大学及び長崎大学の教員と共
にSDGs 実現のためのアフリカの感染症対策の取組について、シンポジウムを主催した。
No.2-3 母子保健の向上

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

関連指標

基準値

母子手帳が新たに正式

累計 25 か国

に導入された国数
母子手帳の導入に向け
た働きかけを行った国

1 か国

42

-44

1 か国

0 か国43

43 か国 / 67 か国 / 74 か国 /
年

年

年

1,542 人

1,570 人

2,732 人

数

か国

か国

か国 / 年 か国 / 年

母子保健サービスに携
わる看護・助産人材に

240 人45

人

人

係る研修実績数

（1）乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた具体的な施策の実施状況
•

ニカラグア「チョンタレス保健管区とセラヤセントラル保健管区における母と子どもの健康プロ
ジェクト」：協力対象地域の 2011 年から 2014 年の妊産婦死亡率平均は出生 10 万件当たり

42

2015 年度までの累計

43

中期計画期間中に合計 3 を目標としている。

44

新たな取組のため基準値なし

45

「日・ASEAN 健康イニシアティブの目標値：2014 年から 2019 年に 8,000 人」のうち母子保健関連で 1,200
人）
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70.8 件であったが、2015 年から 2019 年にかけて、母子保健に係る医療施設でのサービス提供の
質の向上、地域住民による母子保健サービスの主体的な利用と啓発の促進、保健管区の運営管理
体制強化などの支援を行った結果、協力対象地域の妊産婦死亡率は 2018 年には出生 10 万件当
たり 53.2 件となった。2014 年時点の対象地域の過去 3 年平均（70.8 件）と比較すると、大幅
に改善されたことが判明した。これらは、産後健診の受診率の増加（2014 年：77.4％→ 2018 年：
90.5％）及び分娩時ケア・出産直後の新生児ケアの質の指標を満たす割合の大幅な改善（2015 年：
59.5％→ 2018 年：94.1％）によるものと考えられる。また、コミュニティネットワークとの連携
強化や中米の家庭・地域保健国際フォーラムの共催などを通じ、家庭・地域保健の強化も確認さ
れた。
•

母子保健改善に向けた施設・設備の整備：パキスタン医科学研究所におけるハイリスク妊産婦、
寡婦、新生児への医療サービス提供体制の強化及び質の向上に向けた無償資金協力「パキスタン
医科学研究所における母子保健センター及び小児病院の集中治療拡充計画」の G/A に署名した。
また、コートジボワール大アビジャン圏にあるココディ大学病院母子保健棟及び保健医療機材を
整備することにより、同大学病院の母子保健サービスの改善を図るべく無償資金協力「大アビジ
ャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画」の G/A に署名した。

（2）
•

母子手帳の普及促進及び国際的な認知向上
WHO と共に、2018 年 9 月に公表された母子手帳に係る国際標準ガイドラインについて世界保
健総会の公式サイドイベントで内容を周知した（約 200 名参加、WHO テドロス事務局長挨拶、
インドネシア、フィリピンの保健大臣、アフガニスタンの局長、機構の国際協力専門員等が登壇）。
主催者のインドネシア保健省による企画、運営を機構が側面支援したほか、機構が継続支援して
きたインドネシア、ケニア、ラオス、アフガニスタンの登壇者からは機構の協力成果を踏まえた
手帳活用の優良事例について発表がなされた。さらに、母子保健分野の課題別研修の参加者に対
し、同ガイドラインの説明や周知のため講義を行った。また、同ガイドラインの紹介を含むマル
チメディア教材（映像教材）、及び母子手帳の有用性や活用の優良事例をまとめた技術概要資料
（2019 年度 4 号を新規に作成。累計全 30 号を発信）を同講義に活用したほか、国内外の関係者
に配布した。加えて、機構主催の記者勉強会にて国内メディア向けに母子手帳の国際展開につい
て説明したところ、Yahoo! ニュースで取り上げられ、50 万回閲覧された。

•

上記ガイドラインの策定過程において、母子手帳の普及・活用を促進するため、各国の知見・経
験の共有、支援ニーズのある国に対する支援提供のマッチングを行う調整プラットフォームの必
要性が認識された。機構の提案により、プラットフォームの形成に向けて、WHO、UNICEF と機
構の三者で基本合意文書に署名した。

•

新たに母子手帳を導入する意思を有した国及び全国普及の途上にある国（シエラレオネ、ザンビ
ア、モザンビーク、ガボン、カザフスタン）に対して、母子手帳の試行導入に係る助言等の技術
的な支援、国際会議・各種研修を通じて先方政府のコミットメント獲得に向けた働きかけを実施
した。その結果、シエラレオネでは 5 施設で試行導入し、全国展開に向けた検討が開始され、モ
ザンビークでは母子手帳を活用した栄養改善のプロジェクトを次年度より開始することになった
ほか、ガボンに母子保健アドバイザーの派遣を計画することになった。

（3）
•

各国のニーズに対応した母子手帳の普及展開
アンゴラ「母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト」：母子手帳の配布と医療
従事者への活用指導を継続した。あわせて、母親用の妊婦手帳と子ども用の予防接種カードの組
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合せと、これらを統合した母子手帳の効果の差のインパクト評価のため、プロジェクト対象サイ
トでの配布と活用を継続した。また、機構による民間企業や援助機関との連携強化により、豊田
通商㈱の現地法人である Toyota de Angola, S.A. より母子手帳 70 万冊の寄贈を得たほか、世界銀
行より 171 万冊、EU より 30 万冊、世界エイズ・結核・マラリア対策基金より 25 万冊の協力
を得た。これはプロジェクト対象地域での約 2 年分以上に配布が見込まれる冊数に相当するもの
である。さらに、アンゴラ政府と機構派遣の日本人専門家の発意により、㈱ベネッセコーポレー
ションの妊娠週数・日数早見スケールを基に、同社の支援を得て、現地の状況に合わせた妊娠ス
ケールを作成し、プロジェクト対象地域の産前健診従事者向けに 3,300 部を作成し配布した。こ
れら機構の活動は、同社の全国版雑誌で紹介された。
•

ラオス母子手帳改訂への貢献：機構が派遣した保健政策アドバイザーが主導し、母子保健分野で
活動する海外協力隊から寄せられた現場の声や、機構の研究所や国際協力専門員の知見を得て他
国の事例を取りまとめ、ラオス保健省に提供したことにより、医療従事者や妊産婦にとって使い
やすい内容に改訂された。また、かつて海外協力隊の発意で作成されラオス保健省の公式文書と
位置付けられている医療従事者向けの母子手帳活用ガイドも、機構関係者の意見・知見を反映し、
改訂された。

•

ガーナ「母子手帳を通じた母子継続ケア改善プロジェクト」：母子継続ケアの改善を目指し、従
来別々となっていた母手帳と子手帳を統合・改善し、新母子手帳の全国展開を支援した。具体的
には、重点州で計 1,000 名以上の医療従事者を対象に栄養カウンセリング・助産ケア研修を行い、
全国での活用を進めるとともに、母子手帳の活用状況を確認する調査を行った。機構が関係者と
の調整を行った結果、機構が 34 万 6 千冊、ガーナ政府が 1 万冊の他、公益財団法人味の素フ
ァンデーションより 1 万冊の寄贈を受け、合計 36 万 6 千冊（年間出生数の約 37％）を配布し
た。
ベトナムでの母子手帳普及：日本の NGO の発意による母子手帳の試行導入に続き、「母子手帳

•

全国展開プロジェクト」（2011 年～ 2014 年）にて母と子で別々だった記録媒体を統合の上、標
準版の母子手帳を作成し、ベトナム国内全 63 省のうち４省に導入した。その後、機構による民
間日系企業・NGO への支援の働きかけや覚書締結による支援の確認、ベトナム保健省への働きか
けや助言、他援助機関の協力獲得に向けた働きかけにより、2019 年度末時点で 53 省にまで普及
した。さらに、2020 年 1 月、機構の協力により作成した母子手帳をベトナムの標準版とし、全
国展開を指示する省令が発令された。
（4）
•

SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ゴール 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」のう
ち、特に妊産婦の死亡率削減と新生児及び 5 歳未満児の死亡率削減を謳った SDGs ターゲット
3.1、3.2 に資する案件を、既述のとおり、全世界で実施した。特に、ニカラグアでは機構の協力
対象地域で妊産婦死亡率が大幅に改善された。

No.2-4 栄養の改善

関連指

基準値

2017 年 2018 年

標

度 度
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2019 年

2020 年

2021 年

度

度

度

食と栄養のアフリカ・イニシ

-46

10 か国

3 か国

5 か国

か国

か国

33 か国48

39 か国

49 か国

か国

か国

アチブ推進のためのアクショ
ンプラン策定国数
栄養改善に係る研修実績数

-47

（1）栄養改善に向けた国際的取組への貢献、事業の形成・実施
•

Scaling Up Nutrition Movement（SUN）への貢献：機構の栄養分野におけるこれまでの取組が評価
された結果、機構理事長が、栄養分野のグローバル・リーダーで構成される SUN Lead Group の
東アジア地域唯一のメンバーに就任し、その年次会合（9 月）に参加した。理事長は、栄養は人
間の安全保障の鍵であると指摘した上で、栄養不良克服に係る日本の過去の経験も踏まえ、機構
は今後とも、IFNA（食と農のアフリカ・イニシアチブ）等の取組を通じ開発途上国の栄養改善に
貢献していくとの考えを表明した。また、機構は SUN Lead Group 非公式会合及び SUN 総会に
参加し、東京で開催予定の「東京栄養サミット 2020」に向けた国際的な栄養改善のモメンタム向
上のための方策等に関する議論に参画した。

•

円借款を活用した栄養改善事業：ルワンダにおける栄養改善に向けた包括的な取組の実施に向け
て、多岐にわたる省庁等関係者がその垣根を越えて協力できるよう調整を重ね、円借款「農業変
革を通じた栄養改善のための分野別政策借款」のL/A 調印を実現した。本事業は、政策対話及び
財政支援を通じて、栄養改善における優先順位の高い政策や計画、農業分野での栄養に係る取組
等を支援することにより、ルワンダの子どもたちが栄養価の高い食料を口にしやすい環境づくり
を目的とするもので、5 歳未満児の発育阻害の削減を目指す栄養分野初の政策借款である。

•

「世界栄養報告」策定への技術的貢献：機構は、2018 年より、栄養改善に関するグローバルな公
的刊行物のうち最も影響力の大きいものの一つである「世界栄養報告」（GNR：Global Nutrition
Report）の運営委員会に参画している。毎年刊行される報告書の編集方針の策定に与るとともに、
専門家が執筆する記事の内容及び構成等に関し技術的貢献を行った。

•

栄養改善に資する事業の実施：ニカラグア「チョンタレス保健管区とセラヤセントラル保健管区
における母と子どもの健康プロジェクト」にて、2015 年から 2019 年にかけて、母子保健サービ
スの質の向上及び地域住民による母子保健サービスの主体的な利用と啓発の促進を行った。その
結果、協力対象地域において、栄養状態を確認し、栄養指導を行う機会である乳幼児健診の受診
率が 2014 年の 47.5％から 2018 年の 57.5％に上昇し、さらに 5 歳未満の慢性栄養不良児の割
合が2014 年の 10.5％から 2018 年には 6.5％に改善するなど栄養改善への貢献が確認された。

（2）
•

「栄養改善事業推進プラットフォーム」の推進
2016 年の立ち上げ当初より、機構は「栄養改善事業推進プラットフォーム」の共同議長として四
半期ごとの運営委員会を開催するとともに、参加企業/ 団体のイニシアティブとアイデアに基づ

46

新たな取組のため基準値なし

47

新たな取組のため基準値なし

48

課題別研修「農業を通じた栄養改善」、「中西部アフリカ地域幼児教育」、「母子栄養改善「学校保健」
の計30 か国及び栄養コンポーネントを含む技術協力プロジェクト（フィジー、キリバス、ソロモン）の国
別・現地研修 3 か国。
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き、開発途上国での栄養改善の事業化に必要な情報の提供、及び持続的なビジネスモデルの構築
支援に貢献している。民間企業へのコンサルテーションの機会などを通じ、同プラットフォーム
への企業の参加を促進したことで、2019 年 3 月末現在で 70 企業 / 団体が参加するに至った
（2018 年度末 62 企業 / 団体）。
•

同プラットフォーム参加の食品産業分野企業等によるプラットフォーム支援事業として、「『職
場の栄養改善』におけるブロックチェーン技術を応用した栄養啓発活動（カンボジア）」、「ミャ
ンマーにおける給食事業を通じた職場の栄養改善事業調査」の形成を支援し、2017 年度より継続
して新規事業を 2 件以上立ち上げることに貢献した。

•

同プラットフォームが初期の立上げを支援した「啓発型検診と栄養改善プログラム事業展開プロ
ジェクト（ベトナム）」の結果を踏まえ、機構が発展的な協力内容とすべく助言をした結果、草
の根技術協力事業（支援型）として「ベトナムハイフォン市における啓発型健診のための人材養
成プロジェクト」が採択され、2020 年 6 月から 3 年間実施予定である。

•

東京栄養サミットを見据え、10 月にセミナー「国際栄養サミット 2020 に向けて」を実施し、機
構国際協力専門員が当機構の栄養改善に向けた取組を紹介した（135 人参加）。2020 年 2 月に
はセミナー「東京栄養サミット 2020 に向けて～日本の貢献～」を実施し、当機構の取組と今後
に向けた課題について説明した。これらにより、民間企業としての東京栄養サミットへの貢献に
ついての議論が促された。

（3）食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA：Initiative for Food and Nutrition Security in Africa）の
推進
•

IFNA の取組の拡大：TICAD 7 において IFNA のサイドイベントをアフリカ開発のための新しい
パートナーシップ（NEPAD：New Partnership for Africa’s Development）と共に開催し、これまでの
IFNA の優良事例を様々な広報ツールを用いて紹介するとともに、アフリカの子ども 2 億人の栄
養改善に向けて IFNA の取組を全アフリカへ拡大することを表明する「IFNA 横浜宣言 2019」を
同イベントの参加者と共に採択した。同宣言の採択に当たり、機構は原案を作成するとともに、
IFNA 運営委員会メンバーの他ドナー等に対して全アフリカの栄養改善の必要性や緊急性につい
て説明し、具体的な文言交渉等を主導した。また、アフリカ各国に IFNA の知見を共有するため
のツールとして、「IFNA 実施ハンドブック」を作成中である。

•

IFNA 国別アクションプランの策定：2018 年 4 月にセネガルで開催された国別アクションプラ
ン（ICSA：IFNA Country Strategy for Actions）を策定するためのワークショップを踏まえ、機構は
IFNA 運営委員会と協力の下、IFNA 当初参加国（10 か国）で ICSA の最終化を図っている。ま
た、2019 年度は、ナイジェリア、ガーナ、ケニア、エチオピア、モザンビークにおいて先方政府
により承認された。今後、ICSA に基づき、各国で栄養改善に向けた省庁横断的な取組が推進され
ることが期待される。

•

IFNA 運営体制の整備：NEPAD に IFNA 事務局が設置され、機構は人員及び資金面で貢献した。
具体的には、IFNA に参加するドナーで構成される運営委員会の定期開催、IFNA をリードする
NEPAD と機構の四半期ごとの定期協議を行い、IFNA 事務局による取組を推進した。

•

機構の IFNA 貢献事業の形成：栄養サミットを見据えつつ、栄養改善事業の着実な形成・実施し
た。ナイジェリアにおける技術協力「連邦首都区における栄養改善能力向上プロジェクト」では、
現地調査を踏まえた現場での栄養啓発活動等を開始した。また、マダガスカルにおける技術協力
「食と栄養改善プロジェクト」では、海外協力隊、世界銀行、国連食糧農業機関（FAO：Food and
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Agriculture Organization of the United Nations）、国連世界食糧計画（WFP：World Food Programme）、
UNICEF と有機的な連携を行う分野横断的な支援モデルの構築を進めた。さらにエチオピアでは、
農業分野を通じた栄養改善手法について機構が発案した「Nutrient Focused Approach」が UNICEF
から高い評価を得ており、機構と UNICEF が協働で現地政府の同アプローチを活用した栄養改善
事業の推進に向けて取り組んでいる。
•

栄養改善パートナー事業：2018 年度に設立した栄養改善に貢献する活動に意欲のあるボランティ
アや専門家等のネットワーク（栄養改善パートナー）を強化し、これまでに約 870 人が登録した。
また、栄養改善パートナー通信を月次発行し世界各地の取組事例の発信と共有を行った。

•

複数のアクターによる分野横断的な取組：抜本的な栄養改善のためには、保健や農業、教育、水
産等の複数の分野で協力が必要とされるなか、課題別研修「農業を通じた栄養改善」に 19 か国
22 名が参加したほか、
「母子栄養改善」でも農業を通じた栄養改善についての講義を実施する等、
分野を超えた取組を推進した。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
IFNA は、2025 年までに子どもの発育阻害や消耗性疾患等の栄養課題の改善を目指すイニシアテ

•

ィブであり、栄養不良の解消と若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を謳う
SDGs 目標 2.2 が目指す方向性と合致している。機構は NEPAD と共に IFNA 運営委員会の共
同議長を務め、人的・知的貢献を通じて IFNA の ICSA 策定支援や ICSA に基づく事業推進を
行っているほか、TICAD 7 の IFNA サイドイベントでは IFNA の取組を全アフリカに拡大する
ことを宣言した。
No.2-5 安全な水と衛生の向上

関連指標
安全な水にアクセス可能
となる人々の人数
水の供給・利用・管理や
衛生に係る研修実績数

（1）
•

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

183 万人49

701 万人 14.2 万人

203 万人

万人

万人

3,050 人50

9,104 人 25,516 人 12,043 人

人

人

安全な水へのアクセス改善に向けた具体的な施策の実施状況
初の機構実施分の事業・運営権対応型無償資金協力の協力準備調査を完了：機構実施分の事業・
運営権対応型無償資金協力として初の案件となるカンボジア「タクマウ上水道拡張計画」の協力
準備調査を完了し、閣議決定がなされた。同事業では、プノンペン近郊カンダール州タクマウ市
において、貧困層居住地区を対象に 3 万 m3 ／日の浄水場を整備し、日本企業が 10 年間の運
営・維持管理の事業権を得ることになる。調査の過程においては本邦企業対象の説明会やアンケ
ート調査を行い、企業からの要望を踏まえたカンボジア側との協議が行われた。プノンペン及び
カンボジアの水道分野に対する協力は1993 年以来25 年以上に及んでおり、3 件のマスタープラ

49

2014-2015 実績平均

50

2013-2014 実績平均
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ン策定、9 件の無償資金協力、2 件の円借款、3 件の技術協力、2 件の自治体提案型の協力（小規
模開発パートナー事業、草の根技術協力事業）などが実施されてきた。これらの協力によって築
かれた信頼関係をベースに、日本企業の海外展開を後押しするものであり、カンボジアの水道に
対して 20 年にわたって協力を行ってきた北九州市上下水道局が機構と緊密に協議しつつ案件の
発掘を行ったものである。
•

最大のミャンマー・ラカイン州からの避難民キャンプに約 3 万人に裨益する給水施設が完成：ミ
ャンマーのラカイン州からバングラデシュに避難してきた避難民が居住しているコックスバザー
ル県クトゥパロン避難民キャンプにおいて、過去に日本の無償資金協力で調達された 400m の深
度まで掘削可能な大型掘削機を活用しつつ建設を進めていた深井戸等の給水施設が完成し、給水
を開始した。総延長 9,900m の水道管と 358 の給水栓により約 3 万人に給水でき、キャンプ内
では最大級の給水施設となった。キャンプの支援にあたる UNHCR や IOM 等、多くの国際機関
やNGO と連携し、深井戸掘削は既往無償資金協力で掘削機を供与し、技術協力を通じて人材育成
も行ってきた機構が実施、給水施設整備はキャンプ内の避難民のニーズを熟知する IOM が行う
などの互いの強みをいかした協調を実施した。完工式では避難民からも「大変うれしく、感謝し
ている。給水施設を皆で大事に使うことをお約束する。」という声が上がった。

•

自治体と連携した無償資金協力の形成・実施：自治体と連携した水道分野に係る無償資金協力の
形成、調査、実施を進めた。カンボジアでは北九州市が「プルサット上水道拡張計画」、「スバイ
リエン上水道拡張計画」の協力準備調査に参画し、前者は G/A 締結が行われた。また、同じく北
九州市が参画した「カンポット上水道拡張計画」が竣工し、約 5 万人に水道水が供給できるよう
になった。ラオスではさいたま市、川崎市、埼玉県、横浜市の支援による技術協力プロジェクト
の成果を踏まえて計画された「ルアンパバーン市上水道拡張計画」の G/A を締結した。同計画の
準備調査は、埼玉県の浄水場職員に技術的助言を受け実施した。また、パキスタンでは横浜市が
出資する横浜ウォーターの参画を得て開発計画調査型技術協力で策定したマスタープランの具現
化に向け、「ファイサラバード浄水場・送配水管網改善計画」の協力準備調査を実施した。

（2）
•

水の供給、利用、管理や衛生に関する知識や技術の向上
沖縄連携でサモアの水道公社の無収水を半減、収支の黒字化を達成：2014 年に開始した技術協力
「沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト」が完了し、対象とした首都アピ
アの最大の配水区において無収水率が 2013-2014 平均 68％から 2019 年 35.8％に半減し、大洋
州の水道事業体の平均無収水率（約 46％）を大きく下回る結果となった。また、飲料水水質基準
遵守率も 2014 年頃の 50％程度の水準が 100％を達成し、適切に塩素消毒された水道水の供給に
より、公衆衛生の観点からも強く安全な水道システムとなった。さらに、収支の黒字化などの成
果を達成した。このプロジェクトは宮古島市が実施した草の根技術協力「サモア水道事業運営（宮
古島モデル）支援協力」（2010 ～ 13 年）から発展したものであり、沖縄県企業局をはじめとす
る7 つの沖縄県内の水道事業体が協力して専門家派遣や沖縄での研修を行った。沖縄振興特別措
置法第 87 条にある沖縄の国際協力の推進、第 6 回太平洋・島サミット（2012 年）「沖縄キズナ
宣言」、沖縄県と機構の連携協定（2013 年）も踏まえた取組であり、沖縄の知見や技術をいかし
た大洋州と沖縄の関係強化に貢献した。

•

ルワンダ全国の GIS を用いた地方給水施設インベントリ・マッピングデータの整備に貢献：2015
年から実施していたルワンダでの技術協力プロジェクト「地方給水施設運営維持管理強化プロジ
ェクト」が終了し、全国 27 郡の給水施設インベントリ及び GIS マップのデータベースが完成し
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た。その結果、モデル 4 郡での給水施設故障等により停止する日数が、2015 年の 1 施設当たり
年間 27.2 日から 2019 年には 16.1 日へと 4 割も短くなり、住民が施設の故障による水の入手
が困難となる状況を大幅に削減した。また、公共水栓における残留塩素の検出率も、2015 の 12％
から 2019 年には 72％へと 6 倍に増加し、飲用や手洗いに安全な水供給を実現した。これを維
持すべく、機構の協力を通じ 44 コースの研修を通じ、730 人以上の中央政府、地方政府のスタ
ッフ、施設のオペレーター等幅広い人材を育成した。プロジェクトではモデルとなる 4 つの郡の
みを対象としていたが、その成果を拡大すべくルワンダ政府が尽力し、プロジェクト期間中に全
国展開にまで至ったものである。また、オープンソースのソフトウェアとクラウドサービスを活
用したWeb-GIS マップを開発するなど、最新の ICT 技術を取り入れた取組を行った。地方給水
に関する政策、法体系、組織体制、計画立案プロセス、官民連携の枠組み、水質管理の枠組み、モ
ニタリング・評価の枠組み等を定めた「持続可能な地方給水管理サービスの国家ガイドライン」
が国家承認され、技術支援マニュアルも作成されるなど、地方給水施設の維持管理体制が大幅に
強化された。
•

アフリカに自治体から 15 年ぶりの長期専門家を派遣開始：横浜市水道局から 1 年 10 か月間の
任期で長期派遣専門家を派遣し、マラウイ国リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクトを
開始した。自治体職員の削減等により長期専門家の派遣が厳しくなっていたが、TICAD 7 の開催
地としてアフリカとの協力関係を深めつつあった横浜市に対して機構から働きかけを行ったこと
で、横浜市水道局からアフリカに対する長期専門家としては 15 年ぶりの派遣が実現した。漏水
や盗水、メーター不良等で料金収入に結びつかない無収水と呼ばれる無駄な水を減らし、リロン
グウェ水公社の経営を改善する。横浜市水道局は局内の幹部・中堅職員によるサポートチームを
組織して、局を挙げて支援する体制を構築した。また、ブランタイヤ水公社に対しては、機構と
連携した自治体連携ボランティアの派遣に加え、独自に給水車を寄贈するなど、マラウイ国との
協力関係を強化している。機構は同局に対して職員を派遣するなど、国際協力の推進を支援して
いる。

•

アフリカ 8 か国を対象に「サブサハラ・アフリカ水道事業体幹部フォーラム」を初開催：ルワン
ダの首都キガリに 8 か国 15 水道事業体から 36 名の経営幹部を招聘し、水道事業の経営改善に
向けた取組や教訓を互いに共有した。アフリカでは都市の人口増加に対して水道の整備が追いつ
いておらず、都市の水道普及率は低下傾向にある。この状況を反転させ、SDGs を達成するために
は、水道事業体の経営を改善して資金調達が行えるようにし、施設整備に対する投資を増やす必
要がある。そのための経験や教訓を共有するために本フォーラムが開催され、機構本部や機構専
門家、来賓、地元メディア、関係企業等も含めると参加者数は 93 名に上り、2 日間にわたるプ
レゼンテーションやグループディスカッションを通じて学びを深めた。機構からはアジアにおけ
る経営改善の成功例・失敗例と、それらを踏まえた考察をナレッジとして伝える基調講演を行っ
た。参加者からは、「多くの事業体と知識や経験を交換できて本当に有意義」「こういう機会が
欲しいと以前から思っており、今後も継続してほしい」など、フォーラムの意義を高く評価する
声が聞かれた。

•

ナイジェリアで破壊的なデジタル技術の活用に向けた取組を始動：水道料金徴収率が 30％と極め
て低いナイジェリアにおいて、デジタルトランスフォーメーション（DX）を活用して徴収率を大
幅に高める試みを機構イニシアティブで推進した。具体的には、現地で機構がビジネスコンテス
トを実施し、同コンテスト 1 位の企業と実証事業を開始した。本実証事業では、現地スタートア
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ップ企業を活用した料金徴収アプリを開発中である。あわせて、日本国内でもビジネスコンテス
ト「高専オープンイノベーションチャレンジ」を機構が実施し、優勝した佐世保工業高等専門学
校のカメルーン人留学生を含むチームの提案による「自己発電型水道メーター」の実証実験をア
ブジャで実施した。現地企業数社が関心を示しており、2019 年度立ち上げた「JICA- 高専イノベ
ーションプラットフォーム」を活用しつつ、連携可能性を探っていく予定である。
（3）
•

SDGs 達成に向けた貢献（ゴール 6）
高校の地理の教科書でトップシェアを誇る帝国書院から依頼を受け、高校教員向けの教授本に「地
図にみる世界の『いま』世界の水の現状・課題－持続可能な開発目標（SDGs）と私たち－」を執
筆した。2022 年の学習指導要領の改定によって「地理総合」が必修となり、国際理解と国際協力
が教える主題の柱のひとつとなることを見据えたもので、機構主催の教科書会社、教育関係者向
けのセミナーにも登壇して活用を呼び掛けた。

•

SDGs 達成のために民間資金動員への関心が高まっていることを受けて、円借款で支援を行った
ブレンデッドファイナンスの事例である「フィリピン水回転基金」の事例とその教訓（公的資金
と民間資金を使い分けるルールの必要性、能力強化の重要性、ドナー協調の有用性、融資適格な
水道事業体を増やすためのセクター改革の必要性）を、第 29 回ストックホルム世界水週間、及
び OECD・ADB 主催の「5th Roundtable on Financing Water」で発表した。また、水分野に対する
資金動員に関する調査研究やアドボカシーにおいて中心的な役割を担っている OECD が作成・
刊行したレポート「Making Blended Finance Work for Water and Sanitation」に本事例が掲載され、先
進的な取組事例として高く評価された。

•

ゴール 6 ターゲット 6.1 の安全な水供給に資する案件として、46 件以上の資金協力による施設
整備を実施中である。また、SDGs のモニタリングに定められているアクセス、利用可能時間、水
質等の給水サービスを改善するため、31 件以上の技術協力を実施中である。

•

ゴール 6 ターゲット 6.4 の水利用の効率化に資する無収水対策に重点的に取り組み、ミャンマ
ー、スリランカ、ルワンダ、ニカラグア等で 11 件以上の技術協力プロジェクトを実施中である。
日本の水道事業体は平均 10％という世界的に見ても低い無収水率を維持しており、そのノウハウ
を活用した協力を展開している。これらの協力から得られた知見を横断的に整理するため、プロ
ジェクト研究「無収水対策プロジェクトの案件発掘・形成／実施監理上の留意事項の整理」の最
終報告書を完成させ、広く公開して活用を開始した。

•

ゴール 6 ターゲット 6.5 の統合水資源管理の推進に資する案件として、インドネシアにおける
地盤沈下対策、イランにおける湖沼の水位低下・縮小に対処する水資源管理、イランにおける河
川上下流のコンフリクトマネジメント、スーダンにおける地下水等の水資源管理、ボリビアにお
ける河川流域管理のプロジェクトを実施中である。特に、現地で実際に問題となっている事象を
取り上げ、ステークホルダーの合意形成の支援を通じた、ローカルコンテキストに即した問題解
決を目指す取組を推進した。その成果を第 29 回ストックホルム世界水週間における初の機構主
催セッション（Global Water Partnership（GWP）との共催）で、開発途上国側の実施機関の幹部と
ともに発表し、約 70 名が参加して議論を行った。

•

ブレンデッドファイナンスに対する取組を強化するため、ケニアやインドネシアにおいて、ブレ
ンデッドファイナンスを用いた債券発行を通じて水道事業体への資金供給に取り組んでいるオラ
ンダの Water Finance Facility との連携について協議を行い、今後の協力に関する覚書を締結した。
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No.2-6 万人のための質の高い教育

関連指標

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

疎外されている人々に配慮
した教育支援アプローチ

1 件51

3 件

2 件

2 件

件

件

（研修教材等）の開発件数

（1）
•

子どもの学びの改善に向けた具体的な施策の実施状況
パプアニューギニアにおける小学校 3-6 年生の理数科教科書・教員用指導書の開発：パプアニュ
ーギニア初の国定教科書として小学校 3-4 年生用の理科・算数教科書、教師用の指導書が機構の
協力を通じ開発された。また、同教科書は外務省実施の無償資金協力「経済社会開発計画」を通
じ、全国ほぼ全ての対象児童に教科書約 92 万冊配布されたほか、全国の教員にも指導書約 4 万
冊が配布され、新学期にあたる 2 月から全国で活用されている。さらに同無償資金協力を梃子と
して、機構の基礎教育分野での支援で初となる「教育のためのグローバル・パートナーシップ
（GPE： Global Parnership for Education）」の「マルチプライヤー」という革新的資金調達を実現
し、1・2年生の教科書・指導書開発、印刷及び配布に充当することが決定した。

•

ミャンマーにおける新カリキュラムに基づく小学校 3 年生の全 10 科目の教科書・教師用指導書
の開発：2018 年度に小学校 1・2 年生の教科書を開発・配布したのに続き、新カリキュラムに基
づき、小学校 3 年生の全 10 科目の教科書及び教師用指導書が開発され、全国約 100 万人の児
童及び約 5 万人の教師に配布された。また、新カリキュラム導入によるインパクト調査の結果、
新教科書で学んだ 2 年生の算数テストの平均点（6.35）は、旧教科書で学んだ 2 年生の平均点
（5.09）よりも高いことが確認され、新教科書が児童の学力向上に寄与していることを示唆する結
果となった。本調査の結果については、ミャンマー政府も新教科書を含む機構の事業の有用性を
認識している。

•

エルサルバドルにおける初中等算数数学教科書・教師用指導書の開発：1 ～ 11 年生の教科書・
教師用指導書の改訂・開発を支援し、全国の小・中・高校に科書約 88 万 7 千冊、指導書約 3 万
7千冊が配布された。また、新教科書の導入に伴い、教員養成課程及び現職教員研修用教材も開発
され、全国の教員養成大学、教員に配布された。本プロジェクトでは、ランダム化比較試験によ
り、介入の効果を厳密に測定し、その結果、小学 2 年生のうち新教科書で学んだグループは、そ
うでないグループと比較して、テストの正答率が約 10％ポイント向上した。同調査結果を 2019
年 6 月に樹立した同国新政権幹部にもエビデンスベースによる報告を行った。その結果、一般的
に政権交代により教育政策の変更が生じることが多い中南米において、旧政権の成果である教科
書を含む機構の事業の有用性が理解され、新政権下でも同教科書が継続して活用されている。

•

アフリカにおけるみんなの学校（コミュニティと学校の協働による教育開発モデルの開発・普及）
：
アフリカで最低限の読解・算数スキルを身につけていない子どもが全体の約 9 割存在する「学習
の危機」に対処するため、インドの NGO プラサム及びマサチューセッツ工科大学の貧困アクシ
ョンラボ（J-PAL）と連携し、読み書き・算数スキル向上のための新しいモデルの開発を行った。

51

前中期目標期間（2012-2015）実績は、4 件
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同モデルをマダガスカル 1,650 校 17 万人、ニジェール 101 校 1 万人の児童を対象に試行し、
子どもの算数の平均点が約 30％ポイント上昇した。両国政府はこの取組を高く評価し、今後同モ
デルの対象をマダガスカルでは約 5,000 校 65 万人、ニジェールでは約 15,000 校 300 万人に拡
げる予定。なお、J-PAL は今年のノーベル経済学賞を受賞したマサチューセッツ工科大学のバナ
ジー教授及びデュフロ教授が設立した研究ネットワークであり、産経新聞の記事でも機構との関
係が紹介された。
•

セネガルにおける教材・指導書開発、教員研修：算数の学習改善のための補助教材・指導書を開
発するとともに、パイロット 2 州の 1,200 校、5,500 人の教員に対し研修を実施し、20 万人の
児童の基礎学力が大幅に改善した（最低限の算数スキルを身につけた児童の割合が 2 割以下から
6 割以上に増加）。

•

エジプトにおける日本式教育の導入・展開：日本の教育の特長である特別活動、朝学習、手洗い・
歯磨き等を取り入れたエジプト・日本学校（EJS：Egypt Japan School）が新たに 5 校設立された。

•

学びの改善に係る新留学生：子どもの学びの改善に資する中核人材の育成を目的に、2017 年度よ
り開始した留学生プログラムを通じて、計 4 か国（カンボジア、モンゴル、ネパール、セネガル）
から延べ 20 名の留学生が修士号取得に向けて研究している。

（2）
•

インクルーシブで平和な社会づくりのための教育に係る事業の実施
モンゴルにおける障害児の発達支援・教育サービスの改善：障害の早期発見・発達支援のために、
定期健診（1 歳 6 か月健診）の導入や母子手帳の活用促進を支援した。また、障害児が学校で質
の高い教育を受けられるように、上記パイロット地域の通常学校 10 校と特別学校 4 校において、
物理的な環境の改善や個々のニーズにあった指導が受けられるリソースルームの設置、特別支援
学校の教員による助言活動の実施などを支援した。非パイロット校（33 校）では、プロジェクト
介入前後の障害児の就学者数が 583 人から 477 人に減少した一方で、パイロット学校（14 校）
では、介入前後で 1,265 人から 1,445 人まで増加している。

•

パキスタンにおけるノンフォーマル教育の推進：ノンフォーマル教育に係る政策策定、初等教育
及び成人識字教育の教材開発、マネジメントシステムの開発を行い、就学の機会を逃した児童・
若者等に対して、より適切な内容・質の教育を提供する支援を行った。全国のノンフォーマル教
育センター約 24,000 校のうち、約 2,200 のセンターで開発された教材が使用されている。

（3）
•

開発パートナーとの連携及び日本の基礎教育協力の優良事例の発信
教育のためのグローバル・パートナーシップ：ラオスの基礎教育分野において、世界銀行と日本
（教員養成校支援の無償資金協力）による今後の支援を梃子とする、GPE の「マルチプライヤー」
が GPE の理事会で承認された。「マルチプライヤー」は次期教育セクター計画への追加的資金と
して活用され、算数教育改善に係る技術協力にも裨益する見込みである。

•

TICAD 7 サイドイベント：世界銀行との共催によりシンポジウム「アフリカの未来を創るこれか
らの教育」を開催し、機構理事長よりみんなの学校によるコミュニティ参加の教育開発、エジプ
トにおける日本式教育の導入等基礎教育協力の取組を発表した。同シンポジウムには、宇宙飛行
士の若田光一氏、エジプト及びルワンダの教育大臣、世界銀行副総裁、GPE 副議長らが登壇した。

•

世界銀行との連携強化：世界銀行と基礎教育協力分野における業務協力協定を締結し、SDG ゴー
ル 4 の達成に共同で貢献するため、事業及び研究実施での連携を促進することに合意した。また、
世銀 JICA ハイレベル会合では、23 のモデル国で Human Capital（教育・保健・栄養）分野への
投資を加速するための共同イニシアティブを実施し、そのための手段としてマルチセクトラルな
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アプローチ及びコミュニティ参加を活用すること、特に乳幼児期など早期の介入（early years
investment）及び女子・女性のエンパワメントを重視することを合意した。
（4）

SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ゴール 4「すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を

•

促進する」に貢献するため、「SDGs ポジションペーパー（教育）」に基づき、SDGs ターゲット
4.1 に資する質の高い初等教育修了に向けた基盤整備を 19 件、4.c に資する質の高い教員輩出に
向けた協力を 14 件実施した。また、SDGs ターゲット 4.5 に資するジェンダー格差・脆弱層へ
支援を 3 件及び 4.6 に資する基本的な読み書き・算数能力向上に向けた案件を 9 件実施した。
No.2-7 スポーツ

関連指標
ボランティアを通じた活
動の裨益者数
スポーツ分野における新
規ボランティアの派遣人
数
（1）

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

7.3 万人52 11.5 万人 22.9 万人 20.6 万人
2020 年に
162 人53

265 人

215 人

万人

万人

人

人

256 人

スポーツと開発

①

ボランティア（隊員）派遣、課題別研修や技術協力プロジェクト等の事業の実施

•

体育・スポーツ隊員を新規に 256 名派遣し、スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT：Sport for
Tomorrow）54 施策である体育・スポーツ分野の新規隊員派遣倍増

•

55を達成した。

青年海外協力隊員が指導するケニア女子バレーボールチームがアフリカ予選で優勝し、16 年ぶり
にオリンピックへの出場権を獲得した。ケニア大統領府のツイッターでも祝福のコメントがあっ
た。また、ミクロネシアでは青年海外協力隊員が指導を行う水泳選手が 50m 自由形で東京 2020
オリンピック・パラリンピックへ出場することが決定した。メキシコでもパラ卓球で青年海外協
力隊員が指導した選手がパラリンピックへの出場を内定させた（ただし、東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の延期に伴い、今後の動向は未定）。

•

タンザニアでは 2019 年 12 月にジェンダー平等化及び女性のエンパワメント、スポーツ振興、
体育教育の発展への貢献を目的として、女子陸上競技会「Ladies First」を実施した。2017 年に第
一回が開催された同イベントは賛同する日本企業や外資企業からも協賛を集めている。2019 年 9
月25 日に米国ニューヨークで開かれた国連総会では、安倍総理が一般討論演説のなかで女性のエ
ンパワメントへの日本の貢献事例として言及した。2018 年度の上位入賞者はタンザニアのホスト
タウンである山形県長井市で 10 月に開催された長井マラソンに招待され、フルマラソンとハー

52

2014-2015 実績平均

53

SFT 目標値（2012 年度実績（81 人）を 2020 年までに倍増）

54

日本国政府が推進するスポーツを通じた国際貢献事業、2014 年～ 2020 年までの 7 年間で開発途上国を
はじめとする 100 か国・1000 万人以上にスポーツの価値を広げる取組。

55

新規隊員倍増は 2012 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致活動の際に掲げられたもの。
2012 年の体育・スポーツ新規派遣数 81 名を基準値とし、その倍数の 162 名以上の新規派遣を目標とし
ている。
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フマラソンで男女ともに上位を独占するという成果を収めた。長井マラソンへの参加は、機構タ
ンザニア事務所の広報アドバイザーで、1984 年と 86 年の東京国際マラソンで優勝、二度のオリ
ンピック出場経験があるタンザニアの元マラソン選手、ジュマ・イカンガー氏の仲介によるもの
で、長井マラソン開催時にはイカンガー氏も長井市を訪問し、市民との交流を深めるなど、
「Ladies
First」をきっかけに東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた両国市民間の交流が拡
大した。
•

南スーダンでは 2020 年 1 月 25 日より約一週間、国民融和を目的とした第 5 回「国民結束の
日（National Unity Day）」を開催し、各種競技に加えてジェンダー及び平和促進ワークショップ等
を国連機関と協働して実施した。また、2019 年度より大会開催支援に加え、学校やコミュニティ
レベルでスポーツ活動を取り入れ、紛争後の国造りの主体となる若年層の融和促進や人材育成を
目的とした技術協力プロジェクトを開始した。さらに、機構の橋渡しにより南スーダンと群馬県
前橋市がホストタウン協定を締結した。その取組の一環として、2019 年 12 月より約 8 か月間、
4 名の陸上競技選手とコーチ 1 名が前橋市で事前キャンプを開始した。事前キャンプの実施やそ
の支援に係る活動は、市のクラウドファンディング型のふるさと納税による資金支援、市民によ
る通訳・コーチのボランティア支援やチャリティー事業の実施など、行政・市民が一体となった
取組が行われた。

•

障害者のエンパワメントや同分野を推進するリーダーの育成を目的とした課題別研修「スポーツ
を通じた障害者の社会参加促進」、体育教育の普及や質の向上を目的とした課題別研修「学校体
育」をそれぞれ実施した。また、1998 年に「スポーツを通じた障害者の社会参加促進」研修に参
加し、帰国後にカーボベルデにパラリンピック委員会を設立したホセ・ロドリゴ・ベハラノ氏（現
同委員会委員及びアフリカ・パラリンピック事務局長）が機構本部で講演会を実施した。同講演
では、「20 年前に参加した JICA の研修が私の人生とカーボベルテの障害者スポーツを大きく変
えてくれた。そのような機会をくれた JICA にとても感謝している。」と謝意が表明された。

②

競技団体・大学等の関係機関とのネットワークの構築

•

機構は SFT の運営委員会のメンバーとして 3 か月に一度開催される SFTC 運営委員会に参加
した。外務省、スポーツ庁のほか、日本スポーツ振興センター（JSC：Japan Sport Council）、日本
オリンピック委員会（JOC：Japanese Olympic Committee）、東京オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会、RWC2019 組織委員会など国内スポーツ機関と国際協力機関がスポーツによ
る国際貢献の推進について、400 団体以上が加盟する SFTC 会員団体の運営方法やポストオリン
ピック・パラリンピックの SFT の在り方などについて協議した。また、各団体の動向を把握し、
機構が取り組むスポーツと開発分野への理解促進につなげた。SFT は 2019 年 9 月末の集計時
点で当初の目標であった 1,000 万人以上への裨益を達成し、約 1,000 万人の裨益者の約半数とな
る約 500 万人は機構による貢献によるもの。

•

日本ラグビーフットボール協会（JRFU：Japan Rugby Football Union）との連携によるラグビー隊員
の派遣「JICA-JRFU スクラムプロジェクト」により、ラグビー隊員の派遣を推進した。2019 年度
は、スリランカ、ラオス、キルギス等 8 か国に、合計 27 名の隊員を派遣した。流通経済大学、
同志社大学とそれぞれ連携覚書を締結し、インドネシア、インドに対して長期・短期隊員を派遣
した。また、流通経済大学からはラグビー初となる女子隊員 4 名を 2019 年 8 月に短期派遣し
た。インドネシアでは隊員が代表コーチに就任、2019 年 6 月にインドネシアのジャカルタで開
催された 2019 Asia Rugby Championship 国際大会に出場した。マダガスカルでは女子セブンス代
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表チームを隊員が指導、2020 年 6 月に開催される全大陸敗者復活予選での東京オリンピック競
技大会出場を目指している。ラグビーワールドカップ 2019 では、サモアのサッカー隊員 OV が
サモア代表チームのリエゾンを務めた。
•

TICAD 7 の サ イ ド イ ベ ン ト で は 世 界 銀 行 、 フ ラ ン ス 開 発 庁 （ AFD ： Agence Française de
Développement）と連携して TICAD 初のスポーツをテーマとしたパネルイベントを実施した。ス
ポーツ庁鈴木大地長官が開会挨拶を務め、開発途上国をはじめとする世界 100 か国、1,000 万人
以上を対象に日本政府が進める、スポーツを通じた国際貢献事業 SFT の活動やスポーツが SDGs
にも貢献できること等を紹介した。パネルディスカッションではリベリア国務大臣トゥロコン・
カプイ氏、マラソンランナーの高橋尚子氏、2016 年リオデジャネイロ・オリンピック競技大会難
民選手団代表のテグラ・ロルーペ氏らが登壇した。フランス開発庁とは2020 年1 月28 日のリト
リートで「スポーツと開発」についての意見交換を実施し、今後もスポーツ分野での連携するこ
とを確認した。

③

機構の体育・スポーツ分野の広報媒体の作成・配布やイベントの開催、相手国政府への発信

•

インドネシア中部スラウェシ州震災 1 周年のタイミングをとらえて、J リーグの「サポユニ for
Smile」事業と連携した復興支援イベントを開催した。元サッカー日本代表の巻誠一郎選手が、被
災地の約 250 人の子どもたちとサッカーを通じて交流し、日本のファン・サポーターから寄付さ
れたユニフォームをプレゼントした。また、フィリピン・ダバオ市では、青年育成を目的とした
野球教室を読売巨人軍と開催した（2020 年１月）。同イベントは、戦後日本に帰還した日本人が
現地にて続けてきた野球普及活動と連携したものである。教育省、ダバオ市、ミンダナオ国際大
学と連携して開催され、現地で頻発した大規模震災を受けて、災害対策の要素も取り入れた。ミ
ャンマーでは、円滑な事業実施のための住民協議の補完的活動として、ラカイン州にて事業地域
対象住民を対象としたスポーツイベントを開催し、約 400 人のラカイン族、国内避難民キャンプ
に居住するイスラム系住民、ヒンドゥー系住民らが複数の混成チームを構成してサッカー、リレ
ー、競技に参加、120,000 人を超える観客が集まる大盛況となった。ラカイン州では、ラカイン族
とムスリム住民が共同で活動をするイベントが開催されるのはまれであり、これら取組を通じ、
対象地域住民の社会的結束の促進に貢献した。

•

機構ホームページ内に「スポーツと開発」のページを開設した。「スポーツと開発事業取り組み
方針」、「スポーツ・フォー・オール みんなのスポーツ WEB パンフレット」、「ホストタウン
に関する取り組み一覧」、「インベントリ（機構内の体育・スポーツ分野における優良事例集）」
を新たに作成・公開した。公開日から2020 年3 月末までのアクセス数は12,291PV（JICA 外アク
セス： 9,065PV JICA 内アクセス：3,226PV）に達した。また、「スポーツと開発」のホームペー
ジ開設については、機構内への説明会でも紹介した。

•

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に絡め、スポーツと開発に関する機構の取組につい
て、国内外の拠点と連携して、統一的に広報発信を実施した。具体的には東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会 200 日前・100 日前などオリンピック・パラリンピックに向けて関心が高
まるタイミングで共通のロゴ、ハッシュタグ等を設定し統一感のある発信を行った。

（2）
•

SDGs 達成に向けた貢献
「スポーツ・フォー・オール みんなのスポーツ」WEB パンフレットにて SDGs 項目に対するス
ポーツの役割について整理し、TICAD 7 等にて配布した。

•

また、課題別研修を通じて障害者の社会参加を促進することで、SDGs ゴール 3 が掲げる「全て
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の人々の健康的な生活の確保と福祉の促進」に寄与した。
No.2-8 社会保障・障害と開発

関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

社会保障に係る研修
実績

128 人56

135 人

82 人

202 人

人

人

障害に関する研修等
に参加した機構事業
関係者の人数

213 人57

467 人

2,666 人

2,994 人

人

人

（1）
•

社会保障制度の構築に向けた具体的な施策の実施
インドネシア「社会保険実施能力強化プロジェクト」：社会保障士資格の創設に向け、インドネ
シアで省令作成を目指して有識者派遣や本邦招へいを通じたハイレベル間の協議を促進し、政府
関係機関 5 者間の調整を支援した。全国社会保険労務士会連合会及び労働政策アドバイザー（長
期専門家）の協力を得て開催した「日本の社会保障セミナー」にはインドネシア政府関係機関等
から 30 名以上が参加し、日本における社会保障制度の概要、社会保険労務士の資格及び実際の
業務内容、失業保険等について理解を深めた。これらを通じ、インドネシアの関係機関の間で資
格創設に向けての検討を促進すべく支援等を行った。

•

タイ「高齢者のための地域包括ケアサービス開発プロジェクト」：急性期から慢性期に至るリハ
ビリテーション等の切れ目ないサービスの提供に向け、タイ国内 8 か所のパイロットサイトで活
動計画を策定し、活動計画に基づく地域包括ケアサービスの試行が始まった。また、国別研修及
び招へいを通じて札幌市、恵庭市、名古屋市、佐久市等における地域包括ケアの取組に係る講義・
視察、意見交換等を経て、タイ側の施策等の検討に向け理解を深めた。また、中間ケアを中核と
したシームレス・ケアについてタイ全国 77 都県を対象に啓発をはかるためのナショナルセミナ
ーを開催した。

•

日本式介護技術の輸出への貢献：長野県小諸市の「のぞみグループ」が、介護人材育成学校と介
護施設併設のモデルをハノイで整備し、ベトナムの介護教育分野における日本式介護士教育プロ
グラムの普及と認定介護職員初任者研修修了者による要介護者への適切な介護サービス提供等に
より、介護士技術が向上し、雇用が確保され、要介護者への適切サービスが提供されることを目
指すことを目的に、機構の案件化調査を通じ日本式介護技術の輸出調査を実施した。また、栃木
県さくら市のシンテックス㈱は、ベトナムでのバリアフリー化に寄与すべく、高齢者・障害者向
け椅子式階段昇降機・段差解消機の案件化調査を開始した。いずれの調査も、日本政府が 2020 年
までのベトナム介護人材 1 万人受入の目標に寄与するものである。

•

アジアにおける UHC 達成のための高齢化対応：機構・ADB とのリトリートで、2017 年 5 月に
機構、ADB の間で締結された健康危機対応及び高齢化を含む UHC 達成に関する MOU の進捗
と今後の連携について ADB 関係者と意見交換を実施した。また、ADB との間で国レベルでの連
携を協議する保健分野リトリートを実施し、スリランカなど高齢化分野における連携や各国の取

56

前中期目標期間（2012-2015）実績平均

57

2014-2015 実績平均
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組の発信について意見交換した。さらに、タイにおける高齢化対策の経験を他のアジア諸国にも
共有するため、ベトナム政府関係者をタイに招へいするスタディツアーを世界銀行と共同で実施
した。
（2）
•

社会的弱者への配慮に向けた具体的な施策の実施
ヨルダン「障害者の経済的エンパワメント及び社会参加促進プロジェクト」：障害者の就労を促
進するためジョブコーチを当初の予定である 80 名を大幅に上回る 185 名育成し、ジョブコーチ
の活躍により、目標であった 100 名を超える 120 名の障害者が縫製業、接客業等に雇用された。
この結果、労働省雇用課の年間計画にジョブコーチ支援が記載されたほか、労働省で作成中の雇
用制度文書にジョブコーチの活用が記載された。また、プロジェクトでは障害者のピア・カウン
セラー 20 名を育成し、40 回のカウンセリング・セッションを目標としていたが、実際には 30
名のカウンセラーを育成し、106 回にわたるピア・カウンセリング・セッションが実施された。
育成されたカウンセラーは国境なき医師団の病院でシリア難民のメンタルケアを担当したり、イ
タリアの NGO に雇用されピア・カウンセリングを実施する等波及的効果を生み出している。

•

南アフリカ「障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト」：南アフリカの社会開発
省と共に国内 4 州のサイトで障害者と行政官が協力して障害者のエンパワメントを行い、行政サ
ービスへの障害の主流化を行うアプローチを開発した。同アプローチは、自治体レベルで働く行
政官と障害者が協力して地域の課題解決のための具体的な活動計画を立てることにより、障害者
と行政官の協力体制を生み出すものである。具体的には、ピア・カウンセリング等の手法により
障害者をエンパワ―し、行政と対等に話し合う力をつけるとともにワーキンググループを形成し
障害者と行政官が協力できる体制を構築した。地域社会において障害者の社会参加が進んでいな
い南アフリカにおいて同アプローチは障害者、自治体双方から高い評価を得ている。4 州での成
果は社会開発省の障害者のエンパワメントと主流化ガイドラインとしてまとめられ、今後全国の
州に導入される予定である。

•

コロンビア「障害のある紛争被害者のソーシャルインクルージョンプロジェクト」：様々なパイ
ロット活動を通じて取りまとめた「ソーシャルインクルージョン戦略」の原案が完成し、その内
容につきカウンターパート（C/P：Counter Part）機関である紛争被害者ユニットと共にパイロット
サイトでの検証活動を実施した。検証活動を通じて戦略を「就労」、「就学」、「医療・保健」、
「ピア・カウンセラー育成」、「リーダー育成」及び「イントロダクション」の計 6 冊からなるコ
ロンビア政府職員向けの使いやすいマニュアルにまとめた。このマニュアルは、紛争被害者ユニ
ットが各分野で紛争被害者を支援するために関係する政府機関で活用される予定である。例えば
教育分野では、各学校が障害のある子どもをいかに発見するか、また、その子どもが学校に通う
ためにどのような支援が必要か、予算確保の方法も含め記載されている。

•

課題別研修：障害者リーダー育成、地域に根差したインクルーシブな開発、スポーツの分野で 7
コースを実施した。アフリカの障害者リーダー育成を目的としたコースでは、TICAD 7 に合わせ
たサイドイベントを開催し、日本の障害と開発に関心のある市民 120 名が参加した。障害者スポ
ーツ研修では、東日本大震災の被災地である岩手県で市民と障害を持つ開発途上国の研修員によ
る交流を実施し、地元紙に取り上げられた。

•

事業への障害の視点の組込を推進する取組：機構の事業に携わるコンサルタント、NGO 関係者を
対象に能力強化研修「障害と開発」を実施し、22 名が参加した。また、機構内の関係者を対象に
社会保障だよりを発刊し、障害とジェンダーについて機構内関係者の理解を促進した。さらに、
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運輸交通分野等の円借款、海外投融資案件の調査時に障害配慮の視点を組み込んだ。
（3）
•

SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ターゲット 1.3 記載の「適切な社会保護制度及び対策の実施と脆弱層の十分な保護」、8.5
記載の「障害者を含むすべての人間の完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事」、
10.4 記載の「平等の拡大を漸進的な達成」等、多岐にわたる項目に資する事業を既述のとおり実
施した。

•

TICAD 7 における障害と開発のサイドイベントの実施、「国際障害者デー（12/3）」に関連した
障害と開発に係る広報キャンペーンを実施し、誰も取り残されない開発の重要性につき啓発活動
を実施した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
SDGs 等の国際的な潮流や日本政府方針に留意しつつ、人々の基礎的生活を支える人間中心の開
発を推進し、絶対的貧困の削減に取り組むことを期待する。その際、業務実績報告書の「事業上の課
題及び対応方針」に記載されているような、感染症対策における関連ドナー間での重複回避の調整
や、家庭用母子健康記録に係る国際ガイドラインの更なる周知、東京 2020 に向けたスポーツ分野
の支援等に取り組むことを期待する。（独立行政法人国際協力機構の平成 30 年度における業務実
績評価（令和元年 9 月）、No.2「開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進」）

＜対応＞
UHC を目指した保健システムの強化に向けて、TICAD 7 にて日本政府、世界銀行や WHO 等の
国際機関等と協調し、アフリカ諸国の UHC の取組推進するイベントを開催した。また、世銀グル
ープが提唱する Human Capital 推進に向け、各国の UHC の推進を含む世界銀行との共同イニシア
ティブに合意した。
感染症対策の強化に向けて、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）、
Gavi アライアンス、世界銀行、UNDP などの開発パートナーの本邦来訪の折には打合せの機会を持
ち、お互いの協力方向性や協働の可能性検討などを継続した。また、アフリカ CDC、OIE とは個別
案件での協力体制の更なる強化のための意見交換を進めた。
母子保健の向上に向けて、WHO と共に、家庭用母子健康記録に係る国際ガイドラインの内容を
世界保健総会のサイドイベントで周知した。また、同ガイドラインの紹介を含むマルチメディア教
材（映像教材）を講義に活用したほか、国内外の関係者に配布した。
栄養の改善に向けて、IFNA を推進した。機構はNEPAD と共にIFNA 運営委員会の共同議長を務
め、人的・知的貢献を通じて IFNA の ICSA 策定支援や ICSA に基づく事業推進を行ったほか、
TICAD 7 のサイドイベントで IFNA の取組を全アフリカに拡大することを宣言した。
安全な水と衛生の向上に向けて、46 件以上の資金協力、31 件以上の技術協力等を実施し、人々
の基礎的生活を支える人間中心の開発を推進した。
質の高い教育に関し、特にアフリカでは初等低学年の読み書き・算数の学習改善のための取組を
強化した。また、世銀及び GPE との連携に基づく優良事例の発信等を実施した。
スポーツと開発に関し、ボランティア派遣や課題別研修、技術協力プロジェクト等を通してスポ
ーツ分野の協力を継続した。また、SFT の目標達成に貢献した（2019 年 9 月末の裨益者数 1,000
万人中 496 万人が機構の貢献）。
社会保障・障害と開発に関し、日本が有する社会保険や高齢化対策の知見や経験をいかした協力
をインドネシア、モンゴル、タイ、ベトナムにおいて実施した。また、エジプトにおける障害者の
社会参加を促進する情報アクセシビリティの改善に資する人材育成、ヨルダン、南アフリカ、モン
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ゴル、コロンビアにおける障害者リーダーや団体のエンパワメント、障害者の就労支援等の事業を
通じて人材育成及び障害の主流化を支援した。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：S
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え、「独立行政法人の評価に関す
る指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準につ
いて」（平成 27 年 3 月外務省）に掲げられた S 評定の根拠となる質的な成果（目標策定時に想定
した以上の政策実現に対する寄与）を満たしており、中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果
が得られていると認められる。
具体的には、包摂性に留意しつつ、人々の基礎的生活を支える人間中心の開発に貢献した。特に、①
人間の安全保障の今日的意義の整理と国際機関からの支持、②スポーツと開発の推進（東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会への出場決定、日本プロ野球、Jリーグと連携した復旧・復興・平和構築へ
の貢献等）、③感染症対策への貢献（キリバスでのフィラリア制圧、エボラ出血熱への対応）、④栄養
改善への貢献（栄養分野初の政策借款形成等）、⑤開発パートナーと連携した人間中心の開発の推進（母
子手帳の配布、避難民キャンプでの給水施設完工、パプアニューギニアでの教科書等全国配布実現及び
他機関からの印刷・配布予算獲得、サモアの無収水率改善）等、特筆すべき成果をあげた。
◎

人間の安全保障の再定義と国際機関からの賛同・支持【②③】：世界共通の目標である SDGs には
「人間の安全保障」の考えに基づく「誰一人取り残さない」等の重要な要素を包含。そのような中、
「人間の安全保障」の今日的な意義を「人間の安全保障 2.0」として再整理することで機構の協力の
特徴を国際社会に示し、開発協力大綱の基本方針で機構のミッションである「人間の安全保障」に
資する協力を呼び掛け、多くの国際機関から賛同・支持を得た。また、国連開発計画（UNDP：United
Nations Development Programme）が同機関発刊の「人間開発報告書 2020」に反映して国際的に発信
することを合意。

ア UHC を目指した保健システムの強化
◎

ラオス、日本の仕組みを活用した看護国家試験の実施【②】：ラオスにて、機構の支援により、日
本の国家試験制度の仕組みを活用した同国初のパイロット看護師国家試験を実現。今後、国家試験
本格実施と登録免許制度の確立支援を通じ、同国全体で一定水準以上の資質を有する看護人材の確
保が可能となる。

◎

ミャンマー・ラカイン州からの避難民受入地域での非感染症対策の強化【②】：バングラデシュの
コックスバザール県病院で冠動脈疾患集中治療室の拡充を支援。心血管疾患の集中治療が可能な月
間重症患者数が、平均 28.3 人から 72.8 人（約 2.6 倍）に増加。ミャンマー・ラカイン州からの
避難民及びホストコミュニティにも裨益。また、非感染症疾患（NCD：Non-communicable Diseases）
の早期発見やモニタリング体制を強化した結果、NCD の月間スクリーニング件数が、1 コミュニ
ティクリニック当たりチッタゴン管区全体で平均 3.3 件に対し、同県平均が 25.2 件（約 7.6 倍）
まで拡大し、早期発見に貢献。

○

UHC 実現に資する保健システムの強化や人材育成を実施（タイ、ミャンマー、モンゴル、ザン
ビア等）。

○

Health 20 Summit 2019、国連総会 UHC ハイレベル会合サイドイベント（日本経済新聞社と共催）
等の国際会議にて、機構の取組・成果を発信。
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イ 感染症対策の強化
◎

キリバスでのフィラリア制圧への貢献【②】：機構はキリバスはじめ大洋州 14 か国に対し、1989
年からボランティア派遣による患者ケアの指導を継続し、2000 年からの集団薬剤投与の薬と血液
検査キットの提供等を支援。2013 年よりエーザイ㈱による薬の無償提供と連携し、コミュニティで
の集団薬剤投与の実施を支援。これら長年の協力の結果、WHO が 2019 年にキリバスでフィラリ
ア症の制圧を宣言。

◎

エボラ出血熱拡大抑制【②】：コンゴ民主共和国東部でのエボラ出血熱に関し、国際緊急援助隊・
感染症対策チームを派遣してハイリスクと指定された隣接州への感染症例の流入抑止（支援対象地
域への輸入症例は無し）に貢献。加えて、機構イニシアティブで WHO とサラヤ㈱の協力を得て、
近隣国でエボラ患者が確認されたウガンダでも支援を行い、新規患者発生拡大の抑制（その後発生
無し）へ貢献。

○

公衆衛生の強化に向け検査室の能力・サーベイランスを強化（東アフリカ諸国、ナイジェリア、
コンゴ民共和国等）。

○

JICA 開発大学院連携を通じた感染症分野の人材育成（ベトナム、ケニア、ガーナ、ザンビア、
ナイジェリア、コンゴ民主共和国）。

ウ 母子保健の向上
◎

民間等と連携による母子手帳の普及【②】：アンゴラでは、機構による民間企業や援助機関との連
携強化により、豊田通商現地法人（70 万冊）、世界銀行（171 万冊）等が計 296 万冊の母子健康
手帳を寄贈（事業対象地における 2 年分以上の冊数に相当）。また、㈱ベネッセコーポレーション
と連携し、現地の状況に合わせた妊娠週数・日数早見スケールを事業対象地域の産前健診従事者向
けに作成（3,300 部）。

○

乳幼児死亡率や妊産婦死亡率改善に向けた事業を実施（パキスタン、コートジボワール等）。各
国での母子健康手帳普及、改訂を支援（ラオス、アフガニスタン、ガーナ等）。

○

機構の提案により、母子健康手帳の普及・活用促進のための支援提供調整プラットフォーム形成
に向けた基本合意文書に WHO、UNICEF、機構の三者が署名。

エ 栄養の改善
◎

栄養改善への取組に対する国際的評価【④】：機構のこれまでの栄養分野に対する取組が高く評価
され、機構理事長が栄養分野のグローバル・リーダーで構成される「SUN Lead Group」の東アジア
地域唯一のメンバーとして就任。

◎

ルワンダで機構初の栄養改善分野における政策借款【③】：ルワンダで 5 歳未満児の発育阻害削減
を目指すべく、栄養分野で機構初の政策借款の L/A を調印。同円借款による政策対話や財政支援
を通じ、複数省庁によるルワンダ政府一丸となった政策実現に向けた実施体制の構築にも貢献。

○ 「栄養改善事業推進プラットフォーム」への企業等の参加を促進（2019 年度は70 社/ 団体が参
加）。新規・既存事業を実施（インドネシア、ベトナム、カンボジア、ミャンマー等）。
○

TICAD 7 における「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）横浜宣言 2019」採択に向け、
原案作成等で貢献。IFNA 国別アクションプランの国家承認や運営体制強化を促進。

オ 安全な水と衛生の向上
◎

カンボジアで機構初の事業・運営権対応型無償の形成【⑤】：カンボジアと機構の 25 年間の協力・
信頼関係をベースに、事業・運営権対応型無償の機構初の案件として「タクマウ上水道拡張計画」
のE/N 締結。同事業では日本企業が 10 年間の運営・維持管理の事業権を得ることとなり、日本企
業の海外展開に寄与。

◎

ミャンマー・ラカイン州からの避難民キャンプでの給水施設完成【②③】：バングラデシュのミャ
ンマー・ラカイン州からの避難民キャンプにおいて深井戸等給水施設が完成。建設に際し国連難民
高等弁務官事務所（UNHCR：United Nations High Commissioner for Refugees）、国際移住機関（IOM：
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International Organization for Migration）等と互いの強みをいかして協調。キャンプ内最大の給水施設
として約 3 万人に給水開始。
◎

サモアでの無収水半減・収支黒字化の実現【②】：サモアで沖縄の知見や技術をいかした水道公社
の維持管理能力向上支援を実施。首都アピアの最大配水区における無収水率の改善（平均68％（20132014年）→ 35.8％（2019 年）、大洋州の水道事業体における平均無収水率は約 46％）、飲料水水
質基準遵守率の改善（約 50％（2014 年頃）→ 100％）、サモア水道公社の収支黒字化が実現。

◎

ICT を活用したルワンダ全国の給水施設運営強化【②④】：ルワンダで地理情報システム（GIS：
Geographic Information System）を用いた全国の給水施設インベントリ及び地図データベースが完成
した結果、モデル 4 郡での故障等による給水施設停止日数が 2015 年と比べ約 4 割短縮（年間
27.2日→ 16.1 日）。また、公共水栓における残留塩素の検出率も 2015 年と比べ約 6 倍に増加（約
12％→ 72％）。対象 4 郡での成果を高く評価したルワンダ政府により全国展開が実現。また、事
業で作成した「持続可能な地方給水管理サービス国家ガイドライン」が国家承認される等、地方給
水施設の維持管理体制が大幅に強化。

○

自治体と連携した無償資金協力の形成、実施（カンボジア＝北九州市、ラオス＝埼玉県・さいた
ま市・川崎市・横浜市、パキスタン＝横浜市）。

○

15 年ぶりの長期専門家としての自治体職員派遣（マラウイ＝横浜市）、「サブサハラ・アフリ
カ水道事業体幹部フォーラム」の開催、DX を活用した水道料金徴収率改善（ナイジェリア）等、
アフリカ向け支援の展開。

○

ブレンデッドファイナンスを用いた債券発行を通じ水道事業体への資金供給に取り組む Water
Finance Facility（オランダ）との連携覚書を締結。

○

ブレンデッドファイナンスの事例（フィリピン水回転基金）と教訓を整理し、第 29 回ストック
ホルム世界水週間、5th Roundtable on Financing Water」で発表。OECD のレポートでも先進的な
事例として高評価。

カ 万人のための質の高い教育
◎

パプアニューギニアでの教科書等全国配布実現、他機関からの印刷・配布予算獲得【②】：パプア
ニューギニアで技術協力により小学校 3、4 年生算数・理科の国定教科書及び教師用指導書を開発。
また、無償資金協力を通じ、全国のほぼ全児童（約 92 万冊）及び教員（約 4 万冊）に配布。同事
業を梃子に、1、2 年生用教科書及び指導書の開発・印刷・配布を目的とした教育のためのグローバ
ル・パートナーシップ（GPE：Global Partnership for Education）からの革新的資金調達を実現（機構
の基礎教育分野で初）。

◎

ミャンマー、エルサルバドルにおける機構支援の新教科書導入による基礎学力の向上【②】：機構
が開発・印刷・全国配布に協力した教科書や教師用指導書の活用を通じ、ミャンマーでは、新教科
書で学んだ小学校 2 年生の算数テストの平均点（6.35）が旧教科書で学んだ児童の平均点（5.09）
よりも高く、エルサルバドルでも、新教科書で学んだ小学校 2 年生のテスト正答率が、旧教科書で
学んだ児童よりも 10％ポイント向上したことを確認。機構の介入策の有用性を両国政府も認識。

◎

開発パートナーとの連携による新たな教育モデルの開発【②】：インドの NGO プラサム及び MIT
の貧困アクションラボと連携し、読み書き・算数スキル向上のために新モデルを開発。同モデルを
マダガスカル（1,650 校 17 万人）、ニジェール（101 校 1 万人）を対象に試行した結果、児童の
算数の平均点が約 30％ポイント上昇。両国政府はこの取組を高く評価し、今後 5 年間で、マダガ
スカルでは約 5,000 校 65 万人、ニジェールでは約 15,000 校 300 万人に対象を拡げる目標を設
定。

○

エジプト・日本学校を新たに 5 校設立。

○

インクルーシブで平和な社会づくりのための教育を推進（モンゴル、パキスタン）。

○

TICAD 7 で世界銀行と共催のシンポジウム「アフリカの未来を創るこれからの教育」を開催。宇
宙飛行士の若田氏、エジプト及びルワンダ教育相、世界銀行副総裁ら登壇。
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キ スポーツ
◎

SFT 全体目標半分相当の達成への貢献【①】：機構を含む 14 団体が運営委員会となるスポーツ・
フォー・トゥモロー（SFT）の取組を推進。機構は体育・スポーツ分野の新規隊員派遣を強化（81人
（2012 年）→ 256 人（2019 年））して機構単独で約 500 万人の人材育成を行い、SFT の目標（裨
益者 1,000万人）達成に大きく貢献。

◎

東京オリンピック・パラリンピック競技大会への出場決定【③④】：体育・スポーツ隊員が指導し
た選手、チームが東京オリンピック・パラリンピック競技大会への出場権を複数獲得（ケニア・女
子バレーボール、ミクロネシア・水泳、メキシコ・パラ卓球）。特に、ケニア女子バレーボールチ
ームの出場決定にはケニア大統領府もツイッターで祝意を表明。

◎

日本プロ野球、J リーグと連携した復旧・復興・平和構築への貢献【②③】：インドネシアで中部
スラウェシ地震 1 周年を機に J リーグと復興支援イベントを、また、フィリピン・ダバオ市で青
年育成を目的とした野球教室を読売巨人軍とそれぞれ連携して開催。

○

南スーダンで学校、コミュニティレベルでスポーツを取り入れ紛争後の国造りの主体となる若年
層の融和促進、人材育成を目的とした事業開始。

ク 社会保障・障害と開発
○

社会保障制度の構築、社会的弱者への配慮に向けた事業を形成・実施（インドネシア、ベトナム、
タイ、ヨルダン、南アフリカ）。

○

事業関係者向けの研修「障害と開発」の実施等を通じ、障害とジェンダーについての理解を促進。
運輸交通分野等の円借款、海外投融資の調査時に障害配慮の視点を導入。

○

機構の案件化調査を通じ、栃木県の企業及び長野県の団体が日本式介護技術の輸出調査を実施
（ベトナム）。

＜課題と対応＞
SDGs 達成への貢献という観点から、2020 年度に開催予定の UHC フォーラム 2020、東京栄養サ
ミット等の主要国際会議に向けて、事業の着実な形成・実施に加え、積極的に対外発信することで国際
的な援助潮流の形成に貢献し、他ドナー等との連携を引き続き強化する。また、開発途上地域における
新型コロナウイルス感染症への対策に取り組むほか、その他の新興感染症への備えを強化することで、
平常時の感染症対策の体制づくりを継続する。2021 年に延期となった東京オリンピック・パラリンピ
ック競技大会に向けて、引き続きスポーツと開発に係る取組を実施する。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進に向けた取組について、機構の
活動として、以下の実績が認められる。
（定量的実績）
【指標 2-3】
「学びの改善のための支援により裨益した子どもの人数」が目標値（270 人）を約 28.1％
上回る 346 人となり、中期目標期間において着実に指標を達成していると考えられる。「機構の支
援を得た保健医療サービスの裨益想定人口」は、2018 年度に目標を達成した。
（定性的実績）
１．UHC を目指した保健システムの強化
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、UHC の実現や非感染症対策の強化に向けた取組（含：
主要国際会議における会議成果への貢献や知見の発信、政府公約等の具現化のための事業形成、保
健システム強化に向けた政策対話等）を着実に実施したことを確認した。
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特筆すべき実績：ラオスにおいて、機構の支援を通じて同国初のパイロット看護師国家試験が実
現したことは、相手国政府の政策に大きく貢献した取組として評価される。
また、バングラデシュのコックスバザール県において、機構の支援を通じて心血管疾患の集中治
療が可能な月間重症患者数が約 2.6 倍に、NCD の月間スクリーニング件数約 7.6 倍になるなどの
成果を挙げた。これらはミャンマー・ラカイン州からの避難民やホストコミュニティにも裨益し、
地域情勢の安定化に貢献するものであり、重要な成果と言える。
指標：
【指標 2-1】
「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）実現に資する、政策・制度の導
入・改革、能力強化等の保健システムの強化に係る支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実
績のほか、関連指標はいずれも基準値を超え、
「非感染性疾患の治療・検査態勢が強化された医療施
設数」は基準値比約 3 倍となった。
２．感染症対策の強化
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、公衆衛生強化や IHR 遵守の促進に係る取組（含：ア
フリカ疾病予防管理センターや新たなパートナーとの連携、拠点ラボやサーベイランスネットワー
クの強化等支援、技術協力事業や留学制度を活用したグローバル感染症対策に係る人材育成等）及
び緊急支援の実施及び対策チームの質の向上に係る取組等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：機構はキリバスはじめ大洋州 14 か国に対して継続的に感染症対策を行ってお
り、2019 年に WHO が宣言したキリバスでのフィラリア症制圧に貢献した。
また、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱に対応したほか、隣接するウガンダにおいて対応
策の研修を実施する等、エボラ出血熱の感染拡大防止という重大な課題に貢献した。
新型コロナ関連の支援については、二国間支援の本格化は翌年度からであったが、年度末までの
期間にも、可能な範囲での協力を行った。
指標：
【指標 2-2】
「強じんな保健システムの構築に資する、感染症への対応能力の強化に係る支
援の実施状況」に関しては上記の定性的な実績のとおり。
３．母子保健の向上
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた支援、
母子保健に係る各国の知見共有支援、国際標準ガイドラインの内容周知、母子保健手帳の試行導入
に係る技術的な支援等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：アンゴラでは、機構による民間企業や援助機関との連携強化により、日系企業
現地法人（70 万冊）
、世界銀行（171 万冊）等が計 296 万冊の母子健康手帳を寄贈（事業対象地
における 2 年分以上の冊数に相当）したほか、本邦企業と連携し妊娠週数・日数早見スケールを
産前健診従事者向けに作成（3,300 部）した。こうした成果は、機構の自主的な取組による創意工
夫を通じ、外部資金の動員等を実現したものであり、事業効果やインプットの効率的な活用の観点
からも高く評価される。
指標：
【指標 2-4】
「母子保健サービスの向上に資する、看護・助産人材育成等に係る支援及び母
子手帳の普及と国際的認知の向上に係る取組の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、
関連指標は「母子保健サービスに携わる看護・助産人材に係る研修実績数」が大幅に基準値を大幅
に上回る水準となった。昨年度正式に新規導入した国はなかったが、母子手帳の未導入国に対する
導入の働きかけは着実に実施した。
４．栄養の改善
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、栄養改善に向けた事業の形成・実施、IFNA の推進
（含 ICSA 最終化支援）
、
「栄養改善事業推進プラットフォーム」の推進、TICAD 7 での発信等を着
実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：栄養分野のグローバル・リーダーで構成される「SUN Lead Group」の東アジ
ア地域唯一のメンバーに機構理事長が就任するなど、栄養分野における機構の取組は外部からも高
く評価されている。
また、ルワンダにおいて栄養分野で初の政策借款の L/A を調印しており、栄養分野での貢献に向
けて新たな試みにも取り組んでいることが認められる。
指標：
【指標 2-5】
「栄養状況の改善に資する、分野横断的かつ民間の活力も活用した支援の実施
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状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標はいずれも前年を上回る水準となった。
５．安全な水と衛生の向上
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、水道事業のサービス改善支援（含：水道事業体の経
営改善支援の強化）
、開発効果のスケールアップに向けた知見の共有、アフリカの SDGs ゴール 6 達
成に向けた支援、マルチセクターの取組、気候変動対策の主流化、ストックホルム世界水週間にお
ける知見発信等を中心として、安全な水へのアクセス改善及び水の供給・利用・管理・衛生に関す
る知識や技術の向上に係る取組を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：ルワンダにおいて、GIS を用いた給水施設インベントリ及び地図データベース
の作成支援を行ったところ、対象郡において高い成果を上げ、ルワンダ政府が成果を拡大すべく全
国展開を行うに至った。また、支援を通じて策定されたガイドラインが国家承認されるなど、相手
国政府の意志決定に大きく貢献した成果として評価される。
また、バングラデシュのコックスバザール県において、ミャンマー・ラカイン州からの避難民キ
ャンプで機構の支援を通じて深井戸等の給水施設が完成し、約 3 万人に給水可能な、対象キャンプ
において最大の給水施設となった。この過程では多くの国際機関や NGO と連携が図られ、互いの
強みを活かした協調によって地域情勢の安定化に貢献するものであり、重要な成果と言える。
さらに、カンボジアにおいて機構初の「事業・運営権対応型無償資金協力」である「タクマウ上
水道拡張計画」の E/N が締結され、本邦企業の海外展開支援に進展が見られたほか、サモアでは沖
縄県等との連携を通じて水道公社の事業改善を実現するなど、水道事業に関する本邦技術・知見の
活用に係る成果が認められる。
指標：
【指標 2-6】
「安全で安価な水の確保に資する、安全な水へのアクセス改善や水の供給・利
用・管理や衛生に係る能力向上支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標
はいずれも基準値を超える水準となっている。
６．万人のための質の高い教育
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、子どもの学びの改善に向けた支援、インクルーシブ
教育及びノンフォーマル教育に係る事業の実施、開発パートナーとの連携強化、優良事例の発信等
を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：パプアニューギニアにおいて、機構の支援を通じて同国初の国定教科書が開発
され、同教科書は全国ほぼ全ての対象児童に配布された。また、この協力を契機として「教育のた
めのグローバル・パートナーシップ」の資金がさらなる教科書開発・配布等に充当されることが決
定した。こうした取組は、他主体との連携によってインプットを効率的に活用したものとして評価
される。このほか、ミャンマー、エルサルバドルにおいても機構の支援を通じて教科書の開発・配
布等がなされた。
また、インドの NGO 及びマサチューセッツ工科大学の貧困アクションラボとの連携により、読
み書き・算数スキル向上のために新モデルを開発し、同モデルをマダガスカル、ニジェールにおい
て試行したところ、児童の理解に改善が見られ両国政府はこの取組を拡大する方針となった。他機
関とも連携し、事業の品質向上に主体的に取り組んだことで、相手国政府の意志決定に大きく貢献
したものであり、高く評価出来る。
指標：
【指標 2-7】
「子供の学びの改善に資する、質の高い教育環境の提供、ジェンダー配慮・女
子教育の推進、及び疎外されている人々への教育拡大に係る支援の実施状況」に関して、上記の定
性的な実績のほか、関連指標は 2017・2018 年度に引き続き基準値を超える水準となった。
７．スポーツ
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、外部関係機関等との連携強化、体育科教育支援、障
害者スポーツの普及等による障害者・社会的弱者の社会参加促進、スポーツを通じた民族融和及び
平和の促進、
「スポーツと開発」に係る取組の発信等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）の取組に関し、機構は体育・スポーツ
分野の新規隊員派遣を強化（81 人（2012 年）→ 256 人（2019 年）
）するなどして約 500 万人の
人材育成を行い、SFT の目標（裨益者 1,000 万人）達成に大きく貢献した。また、2020 年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴い、今後の動向は不透明なるも、当初機構が支援
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した選手・チームがケニア、ミクロネシア、メキシコで 2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会への出場権を獲得するなど、相手国におけるスポーツの活性化に成果を挙げた。これら
は、政策実現に対する重要な成果であると言える。
さらに、インドネシアにおいて中部スラウェシ地震 1 周年を機に J リーグと復興支援イベント
を、また、フィリピン・ダバオ市において青年育成を目的とした野球教室を読売巨人軍とそれぞれ
連携して開催するなど、機構の自発的な取組を通じて外部機関との連携が一層進展したと認められ
る。
このほか、南スーダンでは技術協力を通じてコミュニティレベルでのスポーツ活動を取り入れ、
紛争後の国造りの主体となる若年層の融和促進等に貢献した。
指標：
【指標 2-9】
「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に資する、関係機関との連携強化やス
ポーツを通じた支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標はいずれも 2017・
2018 年度に引き続き基準値を大きく上回る水準となった。
８．社会保障・障害と開発
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、社会保障制度の構築・強化、障害アクセシビリティ
の改善、事業関係者の障害に関する研修実施、TICAD7 におけるサイドイベント実施等を着実に実
施したことを確認した。
特 筆 す べ き 実 績 ： イ ン ド の デ リ ー 高 速 輸 送 シ ス テ ム 建 設 事 業 が 「 National Award for the
Empowerment of Persons with Disabilities」を受賞するなど、機構の事業における障害配慮の取込にか
かる取組は外部からも高く評価されていると認められる。
指標：
【指標 2-10】
「社会保障制度の構築に係る支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績
のほか、関連指標は基準値や 2017・2018 年度実績を大幅に上回る水準となった。
【指標 2-11】
「障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の視点の組込に係る取組状況」
に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は基準値に対して 14 倍超となっており、2018 年
度から顕著な拡大が継続している。
（結論）
以上により、定量指標が 120%を越える結果を得たこと、年度計画において予定されていた取組
をいずれも着実に実施したほか、特筆すべき定性的な成果が多数見られ関連指標からもその傾向が
是認出来ること、さらにそれらの成果には質的に顕著な成果が多く認められることから、中期計画
における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認め、
「Ｓ」評価とする。
具体的には、パプアニューギニア初の国定教科書の策定を支援し全国全ての対象児童へ配布した
事例、アフリカの子どもたちの栄養改善に向け、ルワンダで機構初の栄養改善分野で政策借款を提
供した事例、沖縄県等との連携によってサモア水道公社の事業運営を改善し、50%程度だった飲料
水水質基準遵守率が 100%を達成し安全な水道供給に貢献した事例等に見られるように、我が国の
開発協力の基本方針である「人間の安全保障の推進」や UHC の実現をはじめ、重要な外交政策の
具体化及び当該政策への各国政府からの支持の取り付けに大きく寄与した。また、バングラデシュ
の避難民キャンプにおける生活の改善やコンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱対応等、周辺地域
や国際社会の安定に大きく影響し、且つ安全性の確保や関係者との複雑な調整が求められる重要か
つ困難な課題に取り組み高い成果を得たことも挙げられる。更には、政府が取り組む重要施策であ
る「スポーツ・フォー・トゥモロー（1,000 万人以上を対象にしたスポーツを通じた国際貢献）
」に
関し、機構単独で目標の半数に当たる実績を上げ、目標達成に大きく貢献した。加えて、国際協力
における外部資金の活用が世界で重要視される中、これまでになかった民間企業を含めた他機関と
連携した母子手帳や教科書の配布を実施し、限られた資源の中で最大限の効果を発現するといった
自主的な創意工夫が行われた。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
SDGs や人間の安全保障等の国際的な潮流や日本政府の方針を踏まえ、引き続き強靭性、持続可
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能性、包摂性に留意しつつ、業務実績報告書の「事業上の課題及び対応方針」にある国内リソース
の開拓や、有識者意見にある最新技術や民間資金の活用及び他ドナーとの連携等に取り組むことを
期待する。その際、新型コロナウイルス感染症の各国への影響、特に人々の基礎的生活に対する脅
威について情報収集・分析するとともに、
「感染症対策の強化」や「保健システムの強化」を通じた
UHC の推進を中心として、ポスト・コロナにおいて人間中心の開発を推進するための取組方針を検
討し、一層迅速かつ効果的な事業実施に向けて取組を強化することを期待する。
＜その他事項＞
（有識者からの意見）
・総じて、JICA による上下水道分野の技術レベルは国際スタンダードと比較しても非常に高いと
評価できる。特に、ルワンダではオープンソースのソフトウェアとクラウドサービスを活用した
Web-GIS マップを開発する等、最新の ICT 技術を積極的に導入して全国の給水施設の能力強化を
図った点や、民間資金を動員して SDGs を達成するべく、ブレンデッドファイナンスを用いた債券
発行を通じて水道事業体への資金供給の実績を有するオランダの Water Finance Facility と覚書を締
結する等の取組も評価できる。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.3

普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現

業務に関連する政策・ 開発協力大綱、平成 31 / 令和元年度開発協力の重点、自由で開かれたイン
ド太平洋、女性・平和・安全保障に関する行動計画、法制度整備支援に関す
施策
る基本方針
当該事業実施に係る 独立行政法人国際協力機構法第 13 条
根拠（個別法条文等）
当該項目の重要度、難 【重要度：高】
【難易度：高】治安や紛争影響下での特殊な要因下で事業運
易度

営を行う必要があり、目標達成に法人の創意工夫を要し、かつ外部要因に
事業実施を規定する条件が大きく左右されるため。

関連する政策評価・行 令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力
政事業レビュー

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立行
政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット情報（定量指
標）
中東地域安定化のための包括的支援
に係る公約達成のための育成人材数

目標値

達成目標

/ 年

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

15,000 人
（2016-2018） 5,000 人

6,115 人

5,279 人

－

－

－

58

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

②主要なインプット情報

5,647

支出額（百万円）

5,075

4,87159

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所

中期目標：3.（2）
、中期計画：1.（3）

年度計画

1.（3）普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現
ア 公正で包摂的な社会の実現
・ 「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえつつ、市民の諸権利の保障・実現や質の高い経済成長に資
する公正かつ透明な法・司法制度の整備・運用、立法府、司法府、中央・地方の行政、公共放送の
機能強化等に向けた事業を実施する。
・

特に、法・司法制度に関しては、アジア地域を中心とした重点国における公正かつ透明なビジネス
環境及び紛争解決制度の整備等を支援するとともに、アフリカ地域に対する刑事司法分野の支援に
着手する。加えて、市民の司法アクセスに係る支援を継続するとともに、国際関係における法の支
配や「ビジネスと人権」の促進に資する取組の可能性を研究する。

・

また、中央・地方の行政機能に関しては、行政サービスの有効性や効率性の向上、財源や人的資源
等の行政資源の動員強化と最適配分、行政の透明性向上と計画・事業への市民や民間セクターの参
加・協働の促進を重視しつつ、国民の権利や生活を守り、安定的な開発を進められる行政基盤の強

58

2016 年 5 月の G7 伊勢志摩サミットにおける中東地域安定化に係る日本の公約で示されている達成目
標を基に、機構貢献分を 75％として想定して設定する。中東地域安定化のための包括的支援の目標値：2016
年から 2018 年に 2 万人

59

暫定値
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化を目指す。このためにアジアでは幹部人材育成や政策立案につながる統計等の行政基盤整備を、
アフリカや中南米地域では地方行政の人材育成、計画策定及び事業実施能力の強化を支援するとと
もに、知見の共有を推進する。

イ 平和と安定、安全の確保
・

社会・人的資本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善と、これに資する政府機関（特に地方行
政機関）の能力強化に向けた事業を実施する。特に、フィリピン・ミンダナオにおける平和と開発
に係る支援の継続やウガンダ等における難民受入コミュニティに対する地方行政能力の向上等を
支援する。また、難民に関するグローバルコンパクトを踏まえ、国際機関とも連携しつつTICAD 7
等の機会において機構の取組及び人道と開発をつなぐ重要な事例を発信する。

・

治安機関や海上保安機関等の法執行機関の機能強化や、安全なサイバー空間の実現、地
雷・不発弾処理機関等の機能強化を支援する。特に、インドネシア等で地域警察制度の普
及・定着に向けた事業を実施するとともに、テロ、薬物犯罪、サイバー犯罪等の国際的な
課題に係る課題別研修を引き続き実施する。また、TICAD 7 を踏まえ、アフリカ地域の
治安機関の機能強化等を実施する。さらに、カンボジア地雷除去センターの知見をいかし
た南南協力事業を引き続き実施する。

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照）
・

法令の整備及び開発計画の策定，住民と政府の関係改善や行政サービスの基盤強化，公的機関の
機能強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16（16.3，16.5，16.6，16.7，16.10），Goal 17
（17.18，17.19）関連）

・

紛争再発防止及び社会の融和に資する，包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資本の復旧・復
興， 基礎的社会サービスの改善，住民の生計向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16 関連）

・

平和で安全な社会の構築に資する，治安維持を担う法執行機関等の機能強化支援の実施状況
（SDGs Goal 16 関連）

３－２．業務実績
No.3-1 公正で包摂的な社会の実現

関連指標
民事法・経済法を中心としたルール整備等ガバ
ナンス強化に係る研修実績数
包摂性や透明性等に配慮し、紛争再発防止、及
び社会の融和に資する活動による研修実績数

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

基準値

1,087 人60

1,068 人

926 人

1,068 人

人

人

1,350 人61

1,728 人

2,933 人

2,452 人

人

人

（1）法制度の整備及び確立に向けた具体的な施策の実施状況
ベトナム、ミャンマー、カンボジア等の重点国に対する民商事法分野を中心とした支援等を法務省、
最高裁判所、日本弁護士連合会、公正取引委員会等の協力の下で実施したほか、アフリカ地域に対する
刑事司法分野の支援、市民の司法アクセスに係る支援、国際関係における法の支配や「ビジネスと人権」
の促進に資する取組を進めた。主な取組事例は以下のとおり。

60

前中期目標期間（2012-2015）実績平均

61

2015 年度実績
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•

ビジネスと人権：TICAD 7 に際し、ガーナ雇用労働関係省次官、ILO 関係者、本邦企業、研究機
関、NGO、ガーナ NGO、機構理事長等の参加を得て、サイドイベント「人間中心の『法の支配』
の実現に向けて- 児童労働撤廃の取り組みからの学び-」を開催し、「ビジネスと人権」の重要な
テーマの一つである児童労働の問題について発信を行った。また、ガーナのカカオ産業における
児童労働撤廃のための共創ワークショップをガーナ国内で開催したほか、児童労働に加え、森林
破壊などカカオ産業の社会・経済・環境面での持続性に関わる幅広いテーマを対象とした国内で
の共創ワークショップ、市民向けイベントを実施した。また、カカオ産業における人権や環境等
に関する課題の解決を目的とした国内初の共創型プラットフォームとなる「開発途上国における
サステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の構築等を、チョコレート関連企業や NGO 等の
関与を得ながら進めた。2020 年 1 月に設立した同プラットフォームは、3 月末までにカカオ産
業における各種課題の解決に関心を有する 50（団体 14、個人 36）の参加登録を得ており、今後、
機構は、関連事業を活用しながら、これを土台としたマルチステークホルダーによる協働を促進
していく予定である。

•

中国：技術協力プロジェクト「市場経済の健全な発展と民生の保障のための法整備支援プロジェ
クト」では、2020 年の成立が目指されている民法典の完成に向け、物権、契約、不法行為、相続
等の各編に関する起草作業を引き続き支援した（民法総則は 2017 年 10 月から施行）。また、
知的財産権法に関し、特に 4 回目の改正を控えた特許法を中心に、日本企業の意見も聴取しつつ、
法執行の改善や特許権の濫用防止等の課題解決に向けた支援を継続した。現地及び本邦でのセミ
ナー等を通じて日本の法制度・運用に係る知見を幅広く提供する日本の支援が中国政府に高く評
価され、機構専門家に対し、中国政府友誼賞が授与された。同賞は、中国政府より、同国の経済
や制度、文化の発展に貢献した外国人に贈られる最高位の賞で、同専門家は 31 か国 100 人の受
賞者の一人である。

•

ベトナム：司法省に対し、契約法に関しては法の統一性の観点から、担保措置法制に関しては改
訂予定の議定における各種論点について、それぞれ日本の経験を共有し改善の方策についての指
針を提供した。また、最高人民裁判所・最高人民検察院・ベトナム弁護士連合会が、法曹三者そ
れぞれの権限・役割等を共同で整理するワーキンググループの活動に関し、日越制度の比較を踏
まえ、裁判実務や法曹教育での活用を念頭においたベトナム政府提出報告書の作成に係る協力を
行った。同ワーキンググループは、機構が支援し 2015 年に成立した改正刑事訴訟法（2018 年 1
月 1 日施行）規定の争訟原則の定着を図ることを目的に設置されたものである。さらに、ベトナ
ム弁護士連合会に対し、現地でのワークショップや本邦研修を通じ、ベトナムで新たに導入され
た判例制度に関する日本の経験及び地方弁護士会の運営や取組を共有し、実務能力の向上促進を
図った。その他、競争法分野において、改正競争法の執行を促進するため、技術協力プロジェク
ト「改正競争法に基づく競争政策施行能力強化プロジェクト」において公正取引委員会より長期
専門家 1 名を派遣して、改正競争法の下での企業結合審査や近時の重要な課題となっている eコマースにおける競争法上の問題に関する研修を実施した。

•

ミャンマー：機構の協力により制作された後、最高裁判所の内部資料として活用されていたビジ
ネス教科書を、各省庁、ヤンゴン大学、経済団体等に普及する活動に着手した。同教科書は、様々
な国際取引に関するトピック等を扱うものであり、関係機関の国際取引の国際標準に対する理解
を深めることにより、本邦企業を含む外国企業の取引の安全・予測性を高めるのに資する。また、
2019 年度に著作権法が制定され、2018 年度に制定された商標法、特許法、意匠法と併せて知財
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法が整備されるに至った。本年度においては、商標法に関する下位規則の策定及び教科書の制作
を支援した。調停分野では、本邦研修、現地セミナー等を通じて調停制度・調停人材育成に係る
協力を継続した結果、全国 4 か所のパイロット・コートでの実績が合計 498 件にまで伸び、う
ち 117 件について調停が成立した（上記件数は同国が調停制度を導入した 2019 年 3 月 1 日か
ら2020 年 2 月 29 日までの 1 年間の実績値）。パイロット・コートの拡大及び調停制度を法制
化するための民事訴訟法改正に対する協力も開始しており、費用と時間が少なくかつ当事者の実
情に即した紛争解決手段としての調停を普及させることにより、ミャンマーにおける司法アクセ
スの充実に貢献した。
•

カンボジア：過去に日本が協力した民法・民事訴訟法の運用に必要な重要法令である不動産登記
規定や執行官法等の起草、判決書の公開、及び、書式例の作成等に係る協力を進めた結果、複数
の事件類型においてモデルとなるような訴状や判決書などが完成した。

•

アフリカ地域に対する刑事司法：「仏語圏アフリカ刑事司法研修」を立ち上げ、2020 年 1 月に
コートジボワールにおいて現地セミナーを開催した。対象 7 か国の裁判官、検察官、警察官等の
関係者が参加した同セミナーを通じて 2020 年度から開始する本邦研修のカリキュラムに係る情
報の収集・分析等を進めた。

•

市民の司法アクセスに係る支援：上記を含む各国に対する協力の中で、調停等の関連するテーマ
を扱ったほか、2018 年度に引き続き、司法アクセスに関する課題別研修を実施し、日本の知見・
共有を行った。加えて、機構の国際協力専門員及び職員が市民の司法アクセスに係る支援に関連
する寄稿を行ったり、これを主要テーマとするイベント（第 21 回法整備支援連絡会）を共催し
たりすることと等を通じて、市民の司法アクセスの主流化に向けた発信を行った。

•

国際関係における法の支配：国際関係における法の支配に対する貢献を念頭に、課題別研修「国
際公法（海洋法と国際紛争の平和的解決）」を新たに形成した。初年度となる 2020 年度は 8 か
国からの参加を得る予定である。

（2）立法府、司法府、中央・地方の行政、公共放送の機能強化
①

立法府における議会事務局の能力強化、選挙管理

•

ベトナム：技術協力プロジェクト「国会事務局能力向上プロジェクト」フェーズⅡで、日本の衆議
院事務局等の経験・ノウハウを踏まえた協力を引き続き展開した。

•

健全に機能する議会の運営、公正な選挙管理の在り方を伝えることを目的に、課題別研修「議会
運営・選挙管理」を引き続き実施した。議会事務局や選挙管理委員会の職員等 6 か国 9 名が研
修員として参加し、国会や地方議会に関する講義や視察、選挙制度に関する講義や地方選挙の視
察を通じて議会運営や選挙管理に関する日本の取組を学んだ。

②

中央行政の政策立案・実施の能力・質の強化

•

公務員制度・人材育成の推進：ベトナムでは、2017 年 10 月の第 12 期党中央執行委員会第 6 回
総会で打ち出された公務員制度改革等の国家的な改革を効果的かつ実効性のあるものとするため
に、国家機関の幹部及び幹部候補生が、日本で得た知見をいかし、行政改革及び新しい社会経済
モデルを推進できるよう、人材育成を目的とした技術協力プロジェクト「戦略的幹部研修プロジ
ェクト」を 2018 年度より実施中である。2019 年度には、財政管理や環境政策等ベトナムが抱え
る主要政策課題に関し、日本の有識者をベトナムに派遣して討議するとともに、同幹部・幹部候
補生を日本に受け入れ、日本の知見の提供や対話を通じて、ベトナムにおける政策遂行の参考と
した。また、同国における公務員試験制度改革に係る新規案件の形成を進めた。
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•

ラオスでは、日本の経済・社会開発、政治行政の歴史等の経験を基にしたリーダーシップの在り
方を学ぶため、ラオスの次世代リーダーを担う人民革命党幹部（副知事、局長級の党員 14 名等）
を対象に本邦研修を実施した。また、外務省及び現地日本国大使館の協力を得て、日本側の政治
リーダー（政府高官及び日ラオス友好議員連盟会員）とラオス人民革命党幹部との関係構築を促
進した。

•

統計能力の向上：ネパールでは日本の統計手法を基にした経済センサス実施に係る技術協力プロ
ジェクト「2018 年経済センサス実施に向けた中央統計局能力強化プロジェクト」を実施しており、
同国史上初となる経済センサスが 2018 年 4 月に実施されたが、2019 年度はこれら結果に基づ
き経済センサスの結果に係る報告書が公表された。同報告書が今後統計資料として作成されるこ
とで、これまで明らかでなかった地域別・産業別の詳細な状況把握が可能となり、今後ネパール
政府が産業や経済に係る政策を立案する上での基礎資料として有効に活用されることが期待され
る。また、エジプトでは、技術協力プロジェクト「中央動員統計局における統計情報の質向上プ
ロジェクト」を完了し、日本の知見を踏まえ同国が進める人口・住宅センサスの実施手法の高度
化や精度分析の進展による実施精度の向上が図られた。

③

地方行政の人材育成・計画策定・事業実施能力の強化

•

ホンジュラス：「ローカルガバナンス能力強化支援」専門家派遣を通じ、2010 年度に機構の支援
により導入した FOCAL プロセス（市が国からの交付金を地域住民のニーズに即して適正に活用
し、質の高い行政サービスを提供するための参加型計画策定と実施手法）の普及活動を支援した
結果、全国 298 市のうち 185 市（62％）が同プロセスに基づく開発計画を作成した。これら計
画が順次承認、実施されることで、地域により裨益した開発の推進が期待される。

•

タンザニア：技術協力プロジェクト「地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発
強化プロジェクトフェーズ 2」では、住民の自助活動をいかした行政サービスの提供を可能とす
るための地方行政官等に対する人材育成等を引き続き支援した。2019 年度には、同取組を推進す
るためのガイドラインがタンザニア政府にて承認された。

•

バングラデシュ：円借款と技術協力による地方行政能力向上に向けた支援を幅広く展開した。特
に、2019 年度には、技術協力プロジェクト「郡自治体機能強化プロジェクト」を通じ、郡総合開
発計画に係る 5 か年開発計画・年間開発計画のガイドラインを作成し、パイロット郡 7 地域に
おいて、地域住民の意向を反映し、限られた資源をより有効に活用するための郡総合開発計画が
作成された。また、円借款「地方行政強化事業」では、同ガイドラインに関する研修を実施する
とともに、開発計画実施のための開発資金を供与している。特に、ミャンマーのラカイン州から
の避難民を受け入れている郡自治体に対し、優先的に資金を配分した。また、技術協力プロジェ
クト「中核都市機能強化プロジェクト」を通じ、中核都市関連法令集や省令・モデル条例（苦情
処理・分野委員会）案を作成した。

④

国営放送局の公共放送化

•

ウクライナ：技術協力プロジェクト「公共放送組織体制強化プロジェクト」では、ウクライナ公
共放送局の番組制作能力の強化を支援し、従来は少なかった子ども向け番組や障害者福祉に関す
る番組等、国民の多様なニーズに応える公共性の高い番組が制作・放送された。また、緊急報道
マニュアルの作成・配布を通じて重大な事件や自然災害発生時の緊急報道体制の構築に貢献した
ほか、2019 年に実施された議会選挙の前に、選挙報道ワークショップを実施し、選挙報道体制の
強化に貢献した。
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•

ミャンマー：技術協力プロジェクト「MRTV（Myanma Radio and Television）能力強化プロジェク
ト」では、国営放送からより独立性の高い公共放送への移行に向けたロードマップの作成を促進
した。また、倫理規範、記者ハンドブック、編成計画方針、機材維持管理マニュアルの作成及び
OJT を通じて、番組制作や報道の能力強化を進めた。それら成果として、従来は少なかった英語
教育番組等の国民の多様なニーズに応える公共性の高い番組や、記者による主体的な企画・調査
に基づく報道番組が制作・放送された。また、機構の支援で開始された生中継による天気予報が、
数少ない事前校閲を経ないコンテンツとして継続的に放送されている。

•

正確・中立・公正なメディアとしての在り方を伝えることを目的に、メディア分野における課題
別研修「民主国家におけるメディアの役割－情報へのアクセスと権力監視」を引き続き実施した。
公共放送局のジャーナリスト等 8 か国 10 名が研修員として参加し、NHK による講義や施設訪
問等を通じて日本の公共放送の事例を学ぶとともに、放送倫理・番組向上機構（BPO：Broadcasting
Ethics & Program Improvement Organization）による、表現の自由を守るための日本の取組を学んだ。

（3）SDGs 達成に向けた貢献
•

SDGs ゴール 16「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法への
アクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」
に係る各ターゲット（16.5、16.6、16.7 等）に資する案件を既述のとおり実施した。

•

SDGs ターゲット 8.7「強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効
果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵士の
募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。」に対する新たな取組として、記述のと
おり、TICAD 7 で児童労働問題に関する発信を行ったほか、ガーナのカカオ産業における児童労
働問題に係る共創ワークショップの開催等を行った。
No.3-2 平和と安定、安全の確保

関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

平和で安全
な社会の構
築のための
政府機関等

1,033 人62

4,950 人

3,656 人

2,403 人

人

人

（うち、本邦研修 （うち、本邦研修 （うち、本邦研修 （うち、本邦研修 （うち、本邦研修 （うち、本邦研修
の機能を強
化する活動

78 人）

165 人）

245 人）

に係る研修
実績数

62

前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均

3-6

303 人）

人）

人）

（1）社会・人的資本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善、国際機関との連携を踏まえた政府機関
（特に地方行政機関）の能力強化事業の形成・実施
【政府機関（特に地方行政機関）の能力強化】
•

フィリピン：40 年以上にわたり紛争が続いたミンダナオで、住民投票を経て、2019 年 2 月にバ
ンサモロ暫定自治政府（BTA）が誕生した。技術協力プロジェクト「バンサモロ包括的能力向上
プロジェクト」を通じて、自治政府樹立に向けた移行プロセスが円滑に進むよう、ガバナンス、
地場産業育成、生計向上等を支援した。また、間断なく支援ができるよう、同プロジェクト終了
翌日から、新規事業として技術協力プロジェクト「バンサモロ自治政府能力向上プロジェクト」
を開始し、新たに誕生した BTA の新規採用職員向けの研修プログラムの形成等のガバナンス支
援及び新体制下での生計向上支援の枠組み作りに着手した。また、BTA の活動の根幹となる 2020
年度予算（2020 年 1 月～ 12 月）を早期に策定する必要がある一方で、BTA は予算策定に係る
実績が無くノウハウを十分に持っていなかったことから、機構が支援し、中央政府財政当局より
予算案作成ノウハウの提供等の協力を取り付け、BTA の予算策定を支援した。この結果、予算策
定は、年内に議会承認を終え、議会における予算審議の冒頭で機構への謝意が示されるなど暫定
首相等、BTA 関係者から高い評価を得た。さらに、バンサモロ開発計画更新に向けた支援、円借
款「ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業」、無償資金協力「マラウィ市及び周辺
地域における復旧・復興支援計画」等の協力を継続するとともに、「コタバト都市圏総合開発情
報収集・確認調査」を開始した。その他、ムラド BTA 暫定首相を日本に招聘し、今後の自治政
府作りに有益な関係先の紹介し、同関係先から日本の知見や経験をBTA 側に提供し、また、国会、
広島の復興・都市開発事例視察等を通じて、BTAの能力強化支援を行った。機構が日本政府と一
体となって、過去20年以上にわたり行っていたミンダナオ和平推進の取組が高く評価され、和平
プロセスに貢献した団体として、フィリピン国軍、バンサモロ自治政府関係者等とともに、二国
間関係者では唯一日本が「和平プロセス功労賞」を受賞した（受賞に当たり、和平プロセス大統
領顧問からは「日本政府および JICA の貢献に深謝する」との謝辞が述べられた）。

•

ナイジェリア：ボコ・ハラムが住民の生活に深刻な影響を及ぼすナイジェリア北東部 3 州に対し、
現地で活動する国連開発計画（UNDP）と連携し、同 3 州の政府高官を本邦に招聘し、広島視察
等を通じて日本の戦後復興の経験や地方行政の取組を学ぶ機会を提供した。当該地域は外務省渡
航レベル 4 に該当し、機構として専門家派遣等直接的に支援が困難な地域であったが、UNDP と
共催で実施することで支援が実現した。UNDP の支援により、招へい旅費の手当てや適切な人選・
フォローアップが可能になり、機構は、自治体との強いネットワークをいかし視察先の選定を行
った。UNDP との良好な補完関係が構築され、マルチバイ連携による事業のスケールアップの優
良事例となった。ナイジェリアの参加者から、「日本の地方行政の取組は非常に有益なため、北
東部 3 州の関係者に紹介し、実際の地方行政に役立てたい」との強い要望を受け、2 か月後に、
ナイジェリアの首都アブジャで「フォローアップ・ワークショップ」を UNDP と共催し、更に多
くの参加者に知見が共有された。本取組は JICA-UNDP ハイレベル対話でも連携の優良事例とし
て紹介されたほか、2020 年 2 月にエチオピアで開催された UNDP の案件形成を議論する
UNDP アフリカ地域担当者会議でも紹介され、紛争地域における JICA-UNDP 連携のモデルとな
った。

•

紛争国における本邦研修・招へいを通じた能力強化支援（マリ、ソマリア、イエメン）：イスラム
過激派による国内紛争が深刻化し、行政機能が弱体化しているマリの政府関係者（国土管理・地
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方分権化省、バマコ特別区、州関係者等計 9 名）を対象に「持続的発展のための地方行政強化」
研修を実施した。また、ソマリアでは、氏族（クラン）による統治が影響力を及ぼす中、ソマリラ
ンドを除く全ての地方行政単位（ソマリア連邦の 4 州及びプントランド）の代表者及び中央省庁
の幹部（計 8 名）を戦略的に選定の上、本邦招へいを実施した。同招へいを通じ、ソマリアの行
政機能強化に資する広島や東北の地方行政機能強化の取組に対する理解促進に加え、各行政単位
代表者間のネットワーク構築促進、ソマリアの連邦としての機能強化、国としての一体感の醸成
にも貢献した。さらに、内戦による被害が深刻なイエメンの中央省庁の高官 8 名を招へいし、日
本の地方行政の経験等を共有するなど行政能力向上に役立つプログラムを実施した。紛争国では、
治安上の理由から現地での活動が制約されるが、本邦招へい等を通じ日本の経験、特に実際の中
央政府、自治体等の取組を紹介することは、UNDP や世銀等の国際機関にはない機構の強みであ
り、紛争国の国づくりに非常に有効であるとの声が参加者から寄せられた。
•

コロンビア：2016 年に反政府ゲリラ組織 FARC と和平合意が結ばれたコロンビアでは、紛争影
響を受けた人々に「平和の配当」を早期に実感してもらうことが、紛争状態に後戻りさせないた
めに重要である。このため、機構は、技術協力プロジェクト「一村一品コロンビア推進プロジェ
クト」で包摂的な地域開発モデルを構築するとともに関連の研修に着手し、また「紛争被害者の
ための土地返還後のコミュニティ生活向上」分野の専門家が、ゲリラによって奪われた土地の返
還政策を支援するため返還された地域での生計向上事業を推進するのに加え、和平合意の履行に
資する農業農村開発事業の形成を行った。また、「平和教育」が学校の指導科目となったことを
受けた平和教育に関する研修や、急増するベネズエラ避難民に関する情報収集・確認調査を開始
した。

•

ボスニア・ヘルツェゴビナ：技術協力プロジェクト「スポーツ教育を通じた信頼醸成プロジェク
ト」により、民族（ムスリム系・クロアチア系、セルビア系）により内容が異なっていた保健体育
カリキュラムを共通化したカリキュラムを作成するとともに、同カリキュラムを小学校の教育現
場に導入するための教育実施要領を作成した。この実施要領を活用して、モスタル市にて教員向
け研修を実施した。また、モスタル市体育協会にて、異民族、障害者、高齢・若年層等を含めたス
ポーツイベント（UNDOKAI 等）を行い、「ルールを守ること」、「チームワークの重視」、「障
害者等ハンディキャップのある人に配慮し、尊重すること」について、スポーツを通じて学ぶ機
会を提供した。また、これらの活動を通じて、異民族や障害者と触れ合い、ともに活動すること
で、社会的融和の促進とともに、相手に対する心理的バリアの除去を推進した。

•

南スーダン：政治的に不安定な状況が続く中、ナイル架橋事業の実施等による開発支援を行うこ
とにより、国民が「平和の配当」を実感し、平和な国づくりを支援した。また、第 5 回全国スポ
ーツ大会を開催したほか、技術協力プロジェクト「スポーツを通じた平和促進プロジェクト」を
開始し、異民族間の不信感の除去、国民統合の推進のための計画作りに着手した。さらに、東京
オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウンとなった前橋市にこれまでのスポーツ大
会の出場者である 4 名が選手団として来日し、スポーツの力をいかした国民統合の促進に貢献し
た。その他、タンザニアで 2019 年 12 月に女子陸上競技会「Ladies First」第 3 回大会を開催し、
南スーダンの女子選手を招聘し、女性の社会的進出の促進、尊厳の回復に貢献した。

【人道と開発と平和の連携（難民関連支援を含む）】
•

ウガンダ：紛争の影響を受け、周辺国からの難民受入地域となってきた西ナイル地域と、国内避
難民が帰還・再定住しているアチョリ地域を対象とする技術協力プロジェクト「アチョリ・西ナ
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イル地域コミュニティ・レジリエンス強化のための地方行政能力向上プロジェクト」では、地方
政府の計画策定のためのツールの活用率がアチョリ地域において 2017/18 年度の 14％から
2019/20 年度の 69％とわずか 2 年間で大幅に改善し、同地域の計画策定におけるアカウンタビ
リティ及び透明性の改善に貢献した。また、コミュニティ主導の生計向上のアプローチが地方政
府に根付き始め、パイロット事業以外でも他の政府プログラム（若者生計プログラムや女性起業
プログラム）等に同手法の適用が確認された。技術協力プロジェクト「コメ振興プロジェクト（フ
ェーズ 1：2011 年 11 月～ 2019 年 3 月、フェーズ 2：2019 年 4 月～ 2024 年 3 月）」では、
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）との連携により、難民・ホストコミュニティ住民への稲作
研修を2014 年から実施し、これまで難民 1,412 名、ホストコミュニティ 705 名、トレーナー 430
名に対して稲作栽培研修を実施し、難民や周辺コミュニティの生計向上に貢献した。
•

パレスチナ：技術協力プロジェクト「難民キャンプ改善プロジェクト（PALCIP）」を通じ、ヨル
ダン川西岸地区の 3 か所の難民キャンプで、住民主体のキャンプ改善計画の策定と生活環境改善
事業の実施を支援した。2019 年度はプロジェクト最終年で、関係者を広く集めた最終成果報告セ
ミナーを開催した。米国の支援停止と強硬な対パレスチナ政策、国連パレスチナ難民救済事業機
関（UNRWA）の財政難とパレスチナ難民を取り巻く状況が深刻化する中、PALCIP は着実に成果
を上げて難民キャンプ住民のエンパワメントを促進した。成果として、従来、難民キャンプへの
支援方法は UNRWA への資金供与に限られていたが、機構はパレスチナ側（パレスチナ解放機構
（PLO：Palestine Liberation Organization）難民問題局）と協働し、パレスチナ側の能力向上を図りな
がら難民キャンプ住民に直接アプローチするという新しい協力方式を導入し、キャンプの様々な
立場の住民、特に女性、若者、障害者等がキャンプの運営に参加する道を開いた。プロジェクト
の活動を通じて、様々なグループの代表者がキャンプ改善の話し合いに参画するようになり、住
民の真のニーズをキャンプ改善計画に集約したことがパレスチナ側のみならず国連や各ドナーか
らも高い評価を得て、日本のプレゼンスの向上に貢献した。なお、キャンプ改善計画が包含する
優先事業群は PLO から毎年各キャンプに配分される事業予算で毎年 1 件ずつ実施可能な規模
に設定しているが、事業化を加速するべく、各キャンプで外部資金を獲得するためのファンドレ
イジング研修を実施した。その結果、機構事業で作成した事業計画を用いて実施機関がアラブフ
ァンドから 18 万ドルの追加資金を獲得し、機構が整備した障害者用スロープを補完する形で公
民館にエレベーターを設置した。

•

バングラデシュ：ミャンマー、ラカイン州からの避難民の滞在長期化に伴い、ホストコミュニテ
ィへの負荷が増大する中、バングラデシュ政府との間で構築した人的ネットワークとこれまでの
事業経験をいかし、既往案件（資金協力・技術協力）を活用した給水分野、保健分野、自治体への
研修・小型インフラ整備支援を現場のニーズに応じ柔軟に継続した。特に、給水分野では、避難
民キャンプにおいて給水施設が 2019 年 7 月に完工し、約 3 万人の避難民が安全な水を利用で
きるようになった。保健分野でも、地域住民、避難民の両方が利用するコミュニティクリニック
を改修し、患者のプライバシーに配慮した診察が可能な環境を整備した。また、ホストコミュニ
ティ支援として、自治体職員・地域住民対象の研修及び、小規模インフラ（学校改修、道路整備
等）の整備を実施中である。また、円滑な事業実施のための住民協議の補完的活動として、ラカ
イン州にて事業地域対象住民を対象としたスポーツイベントを開催し、約 400 人のラカイン族、
国内避難民キャンプに居住するイスラム系住民、ヒンドゥー系住民らが複数の混成チームを構成
してサッカー、リレー、競技に参加、120,000 人を超える観客が集まる大盛況となった。ラカイン
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州では、ラカイン族とムスリム住民が共同で活動をするイベントが開催されるのはまれであり、
これら取組を通じ、対象地域住民の社会的結束の促進に貢献した。
•

シリア難民：シリア危機により就学機会を奪われたシリア人の若者に教育機会を提供し、将来の
シリアの復興を担う人材を育成するための「平和の架け橋・人材育成プログラム」（シリア人留
学生受入）では、国際機関を含む関係機関と共働して実施体制を構築した。また、初年度の知見
をいかし、募集・選考手続き等で質の向上に向けた改善を図り、2017 年から 5 年間で最大 150
名（うち機構実施分 100 名）を受け入れる目標に対し、2019 年度は 12 名を受け入れた（累計
51 名）。

•

2019 年 7 月には、トルコ南東部のガジアンテップ市長他 6 名を本邦に招聘し、日本の地方都市
開発に係る知見・技術を共有するとともに、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所と
の共催セミナー「トルコにおけるシリア難民支援セミナー」を通じて、シリア難民支援の重要性
を日本国内に向けて発信した。同市は約 40 万人のシリア難民を受け入れており、円借款「地方
自治体インフラ改善事業」における最大の借入自治体として、シリア難民流入を支えるための社
会インフラ（上下水道及び廃棄物管理）の整備に取り組んでいる。招へいでは金沢市や富山市に
も訪問し、都市の課題解決に資するまちづくりに係る先進的な理念や技術を紹介した。本招へい
を通じて、姉妹都市協定締結に向けた交流が強化された。

•

ザンビア：「元難民の現地統合」を推進するため、UNDP と共に現地調整会議を開催して事業を
推進するとともに、派遣中のアドバイザーにより再定住対象者の申請プロセスを整理・明確化し、
進捗状況の管理能力向上に貢献した。また、更なる現地統合を促進するための改善アプローチを
提案する技術協力プロジェクト「元難民の現地統合支援プロジェクト」を開始した。

【ナレッジの蓄積、発信、連携強化】
•

TICAD 7：TICAD 7 に際して AU、国連アフリカ担当事務総長特別顧問室（UNOSAA：United
Nations Office of the Special Adviser on Africa）、UNHCR と共催でハイレベル・サイドイベント「移
動を強いられている人々 - 連帯とパートナーシップの発展へ向けて -」を開催し、100 名を超え
る参加があった。このイベントにはグランディ国連難民高等弁務官、ガワナス UNOSAA 顧問、
ミナタ AU 委員会政治局長をはじめ政府、民間、難民等多様なアクターが登壇し、社会全体とし
て難民の課題に取り組んで行く重要性が強調された。AU は 2019 年を「難民、帰還民、国内避難
民の年」と定めており、本イベントが同イニシアティブの後押しに貢献した。また、機構理事長
が登壇し、人間の安全保障の視点から「尊厳を持って生きる権利」を実現するために、難民、国
内避難民に対する支援が重要であり、また信頼の醸成と和解の文化が必要である点を強調した。
さらに、ナイジェリア、コートジボワール、ウガンダの政治家や行政官、宮城県議会議員等の参
加者を迎えサイドイベント「平和構築の実践、地方行政とコミュニティの失われた絆を取り戻す」
を開催し、日本国内及び開発途上国の現場での地方行政の在り方についてのナッレジの共有・発
信を行った。特に、住民から信頼される国づくりに向け、これまでの地方行政分野の支援実績を
整理し効果的なアプローチを取りまとめ、日英のパンフレットとして配布した。

•

グローバル難民フォーラム：2018 年 12 月に難民保護を促進していくための国際的な取極である
「難民に関するグローバル・コンパクト」が国連で採択され、2019 年 12 月にジュネーブで開催
されたグローバル難民フォーラム（Global Refugee Forum）において、機構は、日本政府や UNHCR、
UNDP、世界銀行、経済開発協力機構（OECD）といった開発機関に加えホスト国であるウガンダ
政府と共催で、スポットライト・セッション「Development and Humanitarian-Development-Peace
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Nexus addressing Forced Displacement」を開催し、150 人近くの参加を得た。本セッションでは、難
民支援において開発機関の担う重要な役割と優良事例を初めて発信するとともに、新たに作成し
た「人間の安全保障 2.0」の概要・取組、ウガンダ、ヨルダン、ザンビア等での包括的支援及び難
民・国内避難民を生み出さない予防の観点から「強靭な国造り」支援について紹介した。
•

国際機関等との連携：UNHCR、世銀、政府間開発機構（IGAD：Inter Governmental Authority on
Development）、国連プロジェクト・サービス機関（UNOPS：United Nations Office for Project Services）、
UNICEF との協議、紛争と脆弱国際ネットワーク（INCAF：International Network on Conﬂict And
Fragility）への参加、開発援助委員会（DAC：Development Assisitance Committe）対日審査等を通じ
て、機構の平和構築分野に係る取組の発信と意見交換を行った。特に、UNHCR と職員の交流を
継続し、また、UNDP 危機局との間で連携促進の枠組み作りを図り、2020 年 2 月にUNDP とエ
チオピアで案件形成を議論する現地協働ワークショップを実施した。国連人権問題調整事務所
（OCHA：Office for the Coordination of Humanitarian Aﬀairs）事務次官補に機構の緊急援助以外の人
道と開発に係る取組を紹介し、意見交換した。また、国連ボランティア計画（UNV： United Nations
Volunteers）への人材派遣（UNDP、UNHCR）を実施した。

•

日本のナレッジの活用・発信：原爆投下後の広島や、東日本大震災後の東北の復興経験を、紛争
のさなか、あるいは紛争直後の国の平和構築、復興、開発にいかすべく積極的に活用した。課題
別研修の他、パレスチナ、ソマリア、ナイジェリア、イエメンに対する招聘事業でこれらの地域
を訪問し、日本の経験の活用を図った。また広島では、2019 年度に「広島の復興経験」を JICANet 教材として作成し、2020 年 1 月のナイジェリア現地セミナーで使用し、更なる経験の共有・
発信に活用した。

（2） 「自由で開かれたインド太平洋」に資する治安機関、海上保安機関等の法執行機関、国境管理機
関等の機能強化、及び安全なサイバー空間の実現等に向けた事業の形成・実施
①

海上保安機関の法執行機関の能力強化

•

機構、政策研究大学院大学、海上保安庁及び日本財団の協力の下で 2015 年に開始された「海上
保安政策プログラム」で、修士課程プログラムを修了したフィリピン、マレーシア、スリランカ、
インド、ベトナムからの第四期（2018 年 10 月～ 2019 年 9 月）7 名に学位記が授与された。
修了者が海上保安政策の企画・立案に係る高度な能力を身に着け、また各国の連携が強化された
ことにより、海洋をめぐる国際秩序の維持発展に寄与することが期待される。

•

フィリピン：技術協力プロジェクト「フィリピン沿岸警備隊船舶運用整備計画・海上法執行能力
強化プロジェクト」では、フィリピン沿岸警備隊の人材育成、能力向上を支援し、船舶の運用・
整備計画の立案及び運用能力、逮捕・制圧術の向上等により治安・テロ対策を含む同国沿岸の海
上の安全性向上に貢献した。

•

ジブチ：技術協力プロジェクト「沿岸警備隊能力拡充プロジェクトフェーズ 3」が開始され、ジ
ブチ沿岸警備隊の逮捕・制圧術等の法執行能力及び船舶運用・維持管理の向上を支援することで、
ジブチ領海域及び日本関係商船を含む多数の船舶が航行するバブ・エル・マンデブ海峡での安全
と治安の確保に寄与した。

②

地域警察制度の普及

•

中米：過去のブラジルへの協力成果を活用した三角協力により、エルサルバドル、グアテマラ、
コスタリカ、ホンジュラスにおける地域警察活動の促進を支援した。グアテマラでは、機構の支
援によって作成された地域警察業務マニュアルが国家文民警察の公式教材に認定され、上級幹部
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昇進課程に取り入れられた。これにより、今後昇進する全ての警察上級幹部が同マニュアルに基
づいて地域警察の知識と技術を身に付けることとなり、協力成果の定着、持続的な拡大に向けた
体制が確立された。
•

インドネシア：警察庁・都道府県警との連携により実施中の技術協力プロジェクト「市民警察活
動全国展開プロジェクトフェーズ 2」では、自立的に地域警察研修を実施できる「自立州」が 17
州に増えるとともに、164 名の国家鑑識検定合格者が新たに輩出された。また、地域警察研修・
鑑識研修を自立的に実施できるナショナルインストラクターが新たに 31 名養成された。さらに
東ティモールの警察幹部等 41 名を対象にした地域警察活動に関する研修をインドネシア国内及
び本邦で実施し、東ティモールにおける地域警察活動の普及に貢献した。

③

テロ、薬物犯罪、サイバー犯罪等の国際的な課題への対応

•

課題別研修：「航空保安セミナー」（9 か国10 名）、「海上犯罪取締り」（16 か国19 名）、「国
際テロ対策」（19 か国 21 名）、「薬物犯罪取締」（20 か国 22 名）、「サイバー犯罪対処能力
向上」（13 か国 13 名）を実施した。

•

国別研修：ベトナム国別研修「サイバーセキュリティ及びサイバー犯罪対処能力強化」を引き続
き実施し、警察庁や地方県警察、本邦 IT 企業の協力の下、サイバー犯罪の捜査等に必要なマル
ウェア解析やデジタルフォレンジック等の技術の向上に貢献した。また、警察庁の協力の下、イ
ンドネシア、フィリピン、マレーシア、スリランカの治安機関等を対象とした国際テロ対策に関
する国別研修を開始し、国際テロのリスクを抱えるインド太平洋地域の国々の国際テロ対策能力
向上に貢献した。

•

バングラデシュ：技術協力プロジェクト「国際空港保安能力強化プロジェクト」を実施し、旅客
及び貨物検査の体制強化を図り、空港及び航空機運航の安全性向上に貢献した。具体的には、保
安検査機材（ボディ・スキャナ、爆発物検知装置等）の供与、それらを使った保安検査手順書の
作成及び訓練等を行い、検査体制の強化を図った。

④

サイバーセキュリティ対策能力の向上

•

課題別研修：「ASEAN 地域のサイバーセキュリティ対策強化のための政策能力向上」
（10 か国、
17 名）を実施し、各国の政策の立案及び実施、組織体制の構築・強化に貢献した。

•

インドネシア・ベトナム：サイバーセキュリティの人材育成に係る技術協力プロジェクトを開始
し、各国の人材育成や体制構築に貢献した。具体的には、インドネシアにおいてはインドネシア
大学の教員向けに研修を実施することでサイバーセキュリティ教育の強化を図り、ベトナムにお
いては情報セキュリティ局（AIS：Authority of Information Security）の職員向けに個別のキャリア
開発計画を立案・実施し、組織の体制強化を行っている。

⑤

地雷・不発弾処理能力向上に資する南南協力

•

カンボジア地雷対策センター（CMAC：Cambodian Mine Action Center）を通じた地雷・不発弾処理
能力向上に係る南南協力（第三国研修）をイラク、コロンビアで継続するとともに、新たにラオ
スとの南南協力を技術協力プロジェクト「貧困削減に資する UXO Lao の実施能力強化プロジェ
クト」において開始した。イラクは協力最終年度であり、これまでの協力を総括するラップアッ
プ会合を CMAC とともにテレビ会議を通じて開催した。イラクからの参加者の満足度は総じて
高く、習得した技術の帰国後の活用や、関係が希薄であった内務省、保健省、クルド地域政府地
雷対策庁の 3 機関間の連携が見られる等の効果が見られた。また、CMAC に対する技術協力プ
ロジェクト「カンボジア地雷対策センター組織強化プロジェクト」を開始した。
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（3）
•

SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ターゲット 16.a で謳われている暴力の防止とテロリズム・犯罪撲滅に関して、ヨルダン警
察の協力の下、第三国研修「イラク向け警察分野人材能力向上フェーズ 3」を開始し、イラク警
察機関職員 57 名を対象に、犯罪対策、犯罪捜査、テロ対策等に係る研修をヨルダンで実施した
ほか、UNDP、トルコ警察訓練学校の協力の下でアフガニスタン女性警察官 250 名を対象に、暴
力の被害者（特に女性）への支援の在り方等に係るワークショップをトルコで行った。また、国
連マリ多元統合安定化ミッション（MINUSMA）、国連警察（UNPOL：United Nations Police）の協
力の下、現地国内研修の実施を通じてマリ国家警察の能力強化を支援した。また、ASEAN を中心
とした各国の沿岸における安全と治安の確保に貢献した。

•

紛争影響国等における地方行政能力強化を行い、SDGs ターゲット 16.6、16.7 に貢献した。

•

ホストコミュニティを含む難民問題や元難民が抱える課題への対応を通じて、SDGs のスローガ
ンである「誰一人取り残さない」やゴール 16「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促
進」に貢献した。

•

SDGs ターゲット 9.1 において「質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱なインフラを開発する」
ことが明記されており、ASEAN 諸国を中心に各国のサイバーセキュリティに係る支援を展開し、
安心・安全なサイバー空間への実現に向けて貢献した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を共有した平和で民主的な社会の
実現に向けて、SDGs や「自由で開かれたインド太平洋」等の日本政府の方針を踏まえ、法の支配の促
進、社会・人的資本の復興、基礎的社会サービスの改善等に取り組むことを期待する。（平成 30 年度
独立行政法人国際協力機構業務実績評価（令和元年 9 月）、No.3「普遍的価値の共有、平和で安全な社
会の実現」）
＜対応＞
SDGs や「自由で開かれたインド太平洋」等の日本政府の方針を踏まえ、市民の諸権利の保障・実現
や質の高い経済成長に資する公正かつ透明な法・司法制度の整備・運用、立法府、司法府、中央・地方
の行政、公共放送の機能強化等に向けた事業を着実に実施したほか、インドネシア、ベトナム、ミャン
マー、東ティモール、ウズベキスタン、コソボ、コンゴ民主共和国等における新規案件の形成を行った。
また、国際関係における法の支配に対する貢献を念頭に、課題別研修「国際公法（海洋法と国際紛争の
平和的解決）」を新たに形成した。持続可能な開発のための平和で包摂的な社会の促進、平和と安定の確
保に向け、UNHCR、UNDP 等とも連携し、紛争影響国や難民受入国等のニーズや課題に柔軟に対応し
つつ地方行政能力の向上や信頼醸成の促進に資する事業を行った。更に、TICAD 7 やグローバル難民
フォーラム（GRF）においても機構の知見を積極的に発信し、特に GRF では関係国・機関の賛同を得
て、共同でセッションを開催、課題に対する発信を行った。その他、地域の平和と安定の確保に資する
事業として、治安機関のテロ対策能力強化を目的としたインド太平洋沿岸国向けの国別研修や、海上保
安能力構築に係る技術協力プロジェクト等を実施した。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：S
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根拠：「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「外務省所管
独立行政法人の業務実績の基準について」（平成 27 年 3 月外務省）に掲げられた S 評定の根拠と
なる質的な成果（目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与）を満たしており、中期計画にお
ける所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認められる。
具体的には、公正で包摂的な社会の実現及び平和で安定な社会の実現に貢献した。特に、①紛争移行
期における切れ目ない支援（長年のミンダナオ支援を通じた日本政府の「和平功労賞」受賞への貢献）、
② 法制度整備支援（機構専門家の中国政府友誼賞を受賞）③児童労働問題への対応（カカオ産業におけ
る人権課題等の解決を目的とした国内初の共創型プラットフォーム構築）、④直接支援が困難な紛争地
域における連携モデル構築（ナイジェリアでの UNDP との連携による直接支援が困難な紛争地域での
活動推進）、
⑤難民キャンプ改善に係る新しいアプローチの導入（パレスチナにて住民主体のキャンプ改善計画の策
定）等、特筆すべき成果をあげた。
ア．公正で包括的な社会の実現
◎

カカオ産業におけるビジネスと人権に係る国内初の共創型プラットフォーム構築【②】：TICAD 7
のサイドイベントで「ビジネスと人権」の重要テーマの一つである児童労働問題を発信。機構主導
でチョコレート関連企業や NGO 等の協力を得て、カカオ産業における人権や環境等に関する課題
の解決を目的とした国内初の共創型プラットフォームとなる「開発途上国におけるサステイナブ
ル・カカオ・プラットフォーム」を構築。

◎

法制度整備支援により外国人に贈られる最高位の中国政府友誼賞受賞【④】：民法典の完成に向け
た起草作業の支援や、知的財産権法に係る課題解決に向けた取組が中国政府に高く評価され、機構
専門家が中国政府友誼賞を授賞。同賞は、中国政府より、同国の経済や制度、文化の発展に貢献し
た外国人に贈られる最高位の賞。

○

公正かつ透明なビジネス環境及び紛争解決制度の整備等を支援（ベトナム、ミャンマー、カンボ
ジア等）。

○

アフリカ地域に対する刑事司法分野の支援として「仏語圏アフリカ刑事司法研修」を新設。

○

中央政府の政策立案・実施の能力の強化に向けた幹部人材の育成（ベトナム）や政策立案に繋が
る統計能力の向上（ネパール）を支援。

○

地方行政府の人材を育成、事業計画策定及び実施能力を強化（ホンジュラス、タンザニア、バン
グラデシュ）。

○

国営放送局の公共放送化や公共放送局の番組制作能力強化を支援（ウクライナ、ミャンマー）。

イ．平和と安定、安全の確保
◎

長年のミンダナオ支援を通じた日本政府の「和平功労賞」受賞への貢献【③④】：バンサモロ暫定
自治政府設立前後において、切れ目なく複数のスキームによる包括的な協力を展開。特に、機構が
暫定自治体政府の予算策定を支援し、同予算が議会で承認。また、機構が 20 年以上にわたり日本
政府と一体となり実施してきたミンダナオ和平推進への協力がフィリピン政府より高く評価され、
日本政府の「和平プロセス功労賞」受賞に貢献。なお、議会予算審議の冒頭に暫定首相より、また
「和平プロセス功労賞」受賞式で和平プロセス大統領顧問より機構にも謝意が示される等、フィリピ
ン政府から高い評価を獲得。

◎

ナイジェリア、紛争地域における UNDP との連携モデル構築【③④】：治安上の理由で機構によ
る直接的な支援が困難なナイジェリア北東部 3 州を対象に、現地で活動する UNDP との連携で適
切な人選を行い、UNDP の資金も活用して政府高官の日本招聘を実現。両機関が連携することでナ
イジェリアの地方行政機関の高官が日本の地方行政の知見を習得することが可能となった。同政府
高官からの強い要望を受け、即座にナイジェリアにて、UNDP とフォローアップ・ワークショップ
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を共催。JICA-UNDP ハイレベル対話でも連携の優良事例として紹介。本連携事例を基に UNDP と
他国での同様のアプローチでの連携可能性について協議。
◎

ウガンダにおける国内避難民帰還・再定住地域の地方行政能力向上【②③】：国内避難民帰還・再
定住地域であるウガンダ北部のアチョリ地域で、技術協力の結果、地方政府の計画策定のためのツ
ールの活用率が2017/18 年度の14％から2019/20 年度の69％とわずか2 年間で大幅に改善、同地域
の計画策定におけるアカウンタビリティ及び透明性の改善に貢献。コミュニティ主導の生計向上の
手法が地方政府に根付き始め、同地域内のパイロット事業以外の他の政府プログラムや他ドナーで
も同手法が適用。

◎

パレスチナの難民キャンプ改善に係る新しいアプローチへの高評価【③④】：パレスチナで住民主
体のキャンプ改善計画の策定と生活環境改善事業の実施を支援。国連パレスチナ難民救済事業機関
（UNRWA：United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East）の財政難と
パレスチナ難民を取り巻く状況が深刻化する中、PLO 難民問題局と協働し、パレスチナ側の能力向
上を図りつつキャンプ住民に直接アプローチするパレスチナにとって新しい協力方式を導入。様々
なグループの代表者がキャンプ改善に参画するようになり、住民の真のニーズをキャンプ改善計画
に集約したことがパレスチナ側のみならず国連や各ドナーからも高い評価を獲得。また、各キャン
プで外部資金を獲得するためのファンドレイジング研修を実施。その結果、従前は支援を待つだけ
であった実施機関が自らファンドレイジングを行い、アラブファンドから 18 万ドルの追加資金を
獲得。

◎

機構支援の地域警察業務マニュアルが国レベルで普及・定着【③④】：グアテマラでは、機構の支
援で作成された地域警察業務マニュアルが国家文民警察の公式教材に認定され、上級幹部昇進課程
にて活用。今後昇進する全ての警察上級幹部が同マニュアルに基づいて地域警察の知識と技術を身
に付けることとなり、協力成果の定着、持続的な拡大に向けた体制が確立。

◎

ミャンマー、ラカイン州でのスポーツを通じた融和促進への貢献【③】：ラカイン州にて事業地域
対象住民を対象としたスポーツイベントを開催し、約 400 人のラカイン族、国内避難民キャンプに
居住するイスラム系、ヒンドゥー系住民らが複数の混成チームを構成してサッカー、リレー等の競
技に参加。120,000 人を超える観客が集まり、対象地域住民の社会的結束に貢献。

○

ウガンダの難民受入地域及び国内避難民の帰還・再定住地域にて、地方政府の計画策定能力を向
上。

○

海上保安機関の法執行能力を強化（フィリピン、ジブチ等）。

○

地域警察制度を普及・定着（国家鑑識検定合格者164 人輩出・ナショナルインストラクター31 人
養成（インドネシア）、第三国・本邦研修の実施（東ティモール、ミャンマー））。

○

テロ、薬物犯罪、サイバー犯罪等の国際的課題に係る課題別研修を実施。

○

カンボジア地雷対策センターを通じた地雷・不発弾処理能力に係る南南協力をイラク、コロンビ
アにて継続、ラオスにて新規実施。

○

紛争国に対する研修・本邦招へいを活用した支援を実施（マリ、ソマリア、イエメン）

＜課題と対応＞
SDGs や日本政府の政策目標達成に向け、公正で包摂的な社会の実現及び平和と安定・安全の確保に貢
献するべく、公平性、透明性、包摂性に配慮しつつ、法の支配の促進、社会・人的資本の復興、基礎的
社会サービスの改善とこれに資する政府機関の能力強化に向けた事業を着実に実施する。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
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普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現に向けた取組について、機構の活動として、以下の
実績が認められる。
（定量的実績）
「中東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成のための育成人材数」は、2018 年度に目標
を達成した。
（定性的実績）
１．公正で包摂的な社会の実現
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、法・司法制度の整備・運用（含：重点国におけるビ
ジネス環境・紛争解決制度整備、アフリカに対する刑事司法分野支援、司法アクセス支援、
「ビジネ
スと人権」の促進）
、立法府・司法府・中央/地方の行政・公共放送の機能強化（含：アジアにおけ
る統計等の行政基盤整備、アフリカや中南米での地方行政の人材育成・計画策定・事業実施能力強
化、知見共有の推進）等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：機構の主導により、チョコレート関連企業や NGO の協力を得て、カカオ産業
における人権や環境等に関する課題の解決を目的とした共創型プラットフォーム「開発途上国にお
けるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」を構築し、14 団体の参加を得た。こうした取組
は、機構の自主的な取組による創意工夫を通じ、関係団体を巻き込むことでより効果的な課題解決
に資するものであり、顕著な成果と言える。
また、中国における法制度整備支援の取組が評価され、同国の経済や制度、文化の発展に貢献し
た外国人に贈られる最高位の賞である中国政府友誼賞を機構専門家が授賞するなど、機構の取組は
相手国政府等にも評価されていることが認められる。
指標：
【指標 3-1】
「法令の整備及び開発計画の策定、住民と政府の関係改善や行政サービスの基
盤強化、公的機関の機能強化に係る支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連
指標は概ね例年並みの水準となった。
【指標 3-2】
「紛争再発防止及び社会の融和に資する、包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資
本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善、住民の生計向上に係る支援の実施状況」に関して、
上記の定性的な実績のほか、関連指標は 2018 年度に引き続き基準値を大幅に上回る水準となった。
２．平和と安定、安全の確保
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、社会・人的資本の復旧・復興及び基礎的社会サービ
スの改善（含：フィリピン・ミンダナオにおける支援継続、ウガンダ等における難民受入コミュニ
ティに対する地方行政能力の向上）
、国際機関と連携した発信、法執行機関及び地雷・不発弾処理機
関等の機能強化及び安全なサイバー空間の実現（含：インドネシア等での地域警察制度にかかる事
業実施、課題別研修の実施、アフリカ地域の治安機関の機能強化、カンボジア地雷除去センターの
知見をいかした南南協力）等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：フィリピン・ミンダナオにおいて取組を継続し、2019 年 2 月に設立されたばか
りのバンサモロ暫定自治政府の予算策定を支援する等、自治政府の運営に貢献した。日本政府の和
平プロセス功労賞授賞に見られるように、これまでの日本によるミンダナオ和平推進への協力は現
地で高く評価されており、こうした協力を行うにあたって機構による政策実現への顕著な貢献があ
った。また、ミャンマー・ラカイン州ではスポーツイベントを開催し、ラカイン族、避難民キャン
プに居住するイスラム系・ヒンドゥー系住民が混成チームを構成して競技に参加するなど、引き続
き各地域における平和と安定の確保に向けた取組を行っている。さらに、パレスチナでは難民キャ
ンプにおいてファンドレイジング研修を行い、実施機関自身によるファンドレイジングを通じた資
金獲得に貢献するなど、インプットを効果的に活用するための自主的な取組による創意工夫が見ら
れた。
そのほか、安全上の理由から事業に困難が伴うナイジェリア北東部 3 州に対して、UNDP との連
携を活用して効果的な支援を行ったことや、ウガンダでの難民・ホストコミュニティ支援では
UNHCR と連携したことなど、機構が積極的に国際機関をはじめとする他機関と連携することで効
果的な支援に努めたことは、自主的な取組による創意工夫として高く評価出来る。
さらに、フィリピンやジブチを中心に引き続き海上保安機関の法執行能力強化に取り組み、自由
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で開かれたインド太平洋の実現に貢献したほか、グアテマラで機構支援による地域警察業務マニュ
アルが国家文民警察の公式教材に認定された例に見られるように、治安や法執行の分野に積極的に
取り組み、高い成果を得た。
指標：
【指標 3-3】
「平和で安全な社会の構築に資する、治安維持を担う法執行機関等の機能強化
支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は 2017 年度、2018 年度に続き
基準値を大幅に上回る水準となった。
（結論）
以上により、年度計画において予定されていた取組をいずれも着実に実施したほか、特筆すべき
定性的な成果が多数見られ関連指標からもその傾向が是認出来ること、それら成果には質的に顕著
な成果が多く認められること、さらにそうした成果を難易度「高」とされた項目において達成して
いることから、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると
認め、
「Ｓ」評価とする。
具体的には、フィリピン・ミンダナオやミャンマー・ラカイン州、パレスチナ難民キャンプとい
った、周辺地域や国際社会の安定に大きく影響し、かつ安全性の確保や関係者との複雑な調整が求
められる地域において重要かつ困難な課題に積極的に取り組み、高い成果を得た。また、海上保安
機関の法執行能力強化や地域警察制度の普及、その他各種治安・法執行機関の能力構築に成果を挙
げるなど、各国における平和と安定の確保を推進し、我が国の重要な外交政策である自由で開かれ
たインド太平洋の実現に向けた具体化に貢献するなどの成果を挙げた。さらに、機構主導でカカオ
産業における人権や環境等に関するプラットフォームを構築し NGO や企業の参加を得たこと、パ
レスチナ難民キャンプにおける研修の実施を通じてパレスチナ自身によるファンドレイジングを
促進したこと、危険地での事業実施に際して国際機関との連携を有効活用したことなど、事業の効
率的・効果的な実施に向けて自主的な取組による創意工夫を発揮した。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を共有した平和で安全な社会
の実現に向けて、SDGs や「自由で開かれたインド太平洋」等の日本政府の方針を踏まえ、引き続き
取り組むことを期待する。その際、今年度の成果に見られたように他機関との連携を通じた効果の
最大化に取り組むとともに、普遍的価値の共有促進に向けた発信を強化することを期待する。また、
新型コロナウイルス感染症は地域の平和と安定や社会的弱者の権利保護に対して悪影響を及ぼす
可能性を有していることから、そのような動向も注視し、適切な協力を実施できるよう留意ありた
い。
＜その他事項＞
特になし。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.4
業務に関連する政策・
施策
当該事業実施に係る根

地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の
構築
開発協力大綱、平成 31/ 令和元年度開発協力の重点、パリ協定、仙台防災
協力イニシアティブ（フェーズ 2）
、美しい星への行動 2.0（ACE2.0）
、環境イン
フラ海外展開基本戦略、横浜行動計画 2019（TICAD 7）
、マリーン（MARINE）
・
イニシアティブ
独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
当該項目の重要度、難

【重要度：高】

易度
関連する政策評価・行

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立
行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット情報
定量指標）
防災分野に係る育成人材数

達成目標

目標値 / 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
年

8,000人/ 年63 8,000 人 22,700 人 21,893 人 26,115 人
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

②主要なインプット情報

18,901

支出額（百万円）

19,047

18,85464

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：3.（4）
、中期計画：1.（4）
年度計画
1.（4）地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築
ア 気候変動
•

パリ協定をはじめとする気候変動に係る国際枠組にも貢献するため、開発途上地域の脱炭素化及び
気候変動に対して強靭な社会づくりに資する事業を実施する。特に、2018 年の国連気候変動枠組条
約（UNFCCC）第 24 回締約国会議（COP24）におけるパリ協定実施指針の採択を踏まえ、開発途
上国に求められる各種取組の遂行に必要な能力強化及び事業形成を民間資金の動員も視野に入れ
実施する。

•

気候変動のための方針や事業の計画段階での気候変動対策に係る助言等を通じ、必要に応じて事業
計画に気候変動対策を組み込み、気候変動対策の主流化を促進する。

•

UNFCCC の下に設置された資金メカニズムである「緑の気候基金」（Green Climate Fund: GCF）の
活用に向け、事業形成を推進する。また、パリ協定で規定されている民間資金動員に関し、機構内
の知識向上を図る。

•

チリで開催される UNFCCC 第 25 回締約国会議（COP25）でサイドイベントを開催し、機構の気
候変動対策分野の協力方針や支援実績、成果と教訓等を発信する。

イ 防災の主流化・災害復興支援

63

日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に , 機構貢献分を 80％と
して想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に 4 万人

64

暫定値
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•

自然災害に対して強靭な社会づくりの推進に向けた事業を実施するとともに、開発途上国や国際社
会での防災の主流化を推進する。特に、アジアにおける主流化のグッドプラクティスを形成し、事
前防災としての強靭なインフラ事業の形成を図る。また、災害発生時には切れ目のない支援を行う
べく、迅速に災害や支援ニーズに係る情報を収集し、関係者間で共有する。その際、より良い復興
（BBB:Build Back Better）の概念を被災国と共有する。

•

2018 年で終了した「仙台防災協力イニシアティブ」の後継目標への貢献に向けて、防災行政官と実
務者を育成する。また、防災機関のネットワーキング等を活用し、防災計画の策定とそれに基づく
防災への事前投資等の仙台防災枠組で優先度の高い事項を支援し、国連の主催する世界防災会合等
において、その成果を発信する。インドネシアでは、BBB の概念に基づき、引き続き日本の知見を
踏まえた地震津波災害からの復興を支援する。

ウ 自然環境保全
•

自然環境保全と人間活動との調和を図る仕組みづくりに向けた事業を実施する。中心となる
REDD+ に加え、泥炭地管理やメコン地域の自然環境保全分野において、日本の知見や技術に基づ
く政策提言や事業の形成、民間企業との連携を推進する。また、事業のスケールアップ等のための
外部資金の活用を、中央アフリカ森林基金（CAFI：Central African Forest Initiative）の他 GCF にお
いても促進する。

•

TICAD 7 への貢献を念頭に、機構が国連砂漠化対処条約事務局と共同事務局を担っている「サヘル・
アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ」の枠組を通じ、セネガ
ル、ケニア及び国際機関等と連携したサイドイベント等の実施・研修、知識共有のための SNS を
使った発信等を行い、参加国における具体的アクションを促進する。

•

持続的森林保全及び森林ガバナンス向上のため、民間企業を含む関係機関との連携等を進め、AI の
活用も含めた衛星技術を用いた森林モニタリングシステムの強化に取り組む。

•

保護区とその周辺地域の連続した生態系において、ポスト愛知目標も念頭に生物多様性の保全と持
続可能な利用を確保し、生物多様性の主流化に貢献するために、民間セクターとの連携強化を通じ
たグリーン経済の推進、沿岸域における自然環境保全の強化を支援する。

エ 環境管理
•

都市部を重点とした環境の改善、持続可能な経済社会システムの構築及び行政能力強化に向けて、
日本の政府・自治体及び民間企業の知見・技術の活用にも留意しつつ、事業を形成・実施する。

•

特に、アジアを中心とする大都市における廃棄物の減量化に向けた対策として、3R（Reduce、Reuse、
Recycle）の推進に加え、大洋州では「3R プラス Return」の試行に向けた調査を行う。また、Waste
to Energy（廃棄物からのエネルギー回収）の導入適格国への具体的な支援を進める。加えて、大阪
で開催される G20 での議論や関連政策等の動向を踏まえ、海洋プラスチックごみ対策への貢献の
方向性を検討する。

•

「アフリカのきれいな街プラットフォーム」の全体会合等で加盟国、都市、ドナー、企業等の間で廃
棄物管理の知見の共有と連携及び資金動員を促進する。また、全体会合の成果を踏まえた貢献策を
TICAD 7 で発信するとともに、その具体化に資する事業形成・実施を進める。

•

水質汚濁防止に関し、水環境行政や汚水処理事業の実施能力強化及び事業形成に重点的に取り組
む。また、開発途上国の開発事業における適切な環境社会配慮の確保に向け、政策 ･ 法制度整備や
実施能力の強化等を支援する。

オ 食料安全保障
•

「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）フェーズ 2」の
枠組のもと、国家稲作開発戦略（NRDS：National Rice Development Strategy）の具体化に向け、CARD
対象国における事業形成・実施を進める。特に、アフリカにおける複数の拠点国（タンザニア、ウ
ガンダ、カメルーン等）において、稲作人材育成のための広域研修を実施するなど、CARD フェー
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ズ 2 で掲げている RICE アプローチ（Resilience、Industrialization、Competitiveness、Empowerment）
の着実な実施を促進する。
•

農業の機械化が進んでいないサブサハラ・アフリカにおいて、農業機械の活用状況や本邦企業の優
位性を確認する調査を行うとともに、調査結果を本邦企業に共有し、同地域への本邦企業の展開を
支援する。

•

水産資源管理について、アフリカ（セネガル等）、カリブ地域、大洋州及びインドネシアで技術協
力事業を形成し、漁民と行政の共同による管理を推進する。違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策
については、課題別研修を新規に開始するほか、インドネシアで衛星を活用した技術協力を開始す
る。

•

農業の気候変動に対するレジリエンス強化に向けて、アフリカの角地域における新たな技術協力事
業の形成に向け、天候インデックス型保険の受容度の高い国の特定を行う。
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.①参照）

・ 低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する，気候変動対策に係る支援の実
施及び機構内における気候変動主流化の取組状況（SDGs Goal 13 及び 1（1.5），2（2.4），7（7.2，
7.3），11（11.3， 11.5），15（15.2，15.3）関連）

・ 自然災害に対して強じんな社会づくりに資する，防災の主流化及び被災国に対するビルドバック
ベターの考え方に基づく支援の実施状況（SDGs Goal 9，11（11.5，11.b），13（13.1）関連）

・ 国内外の関連機関との連携を含む，自然環境保全に係る支援の実施状況（SDGs Goal 6（6.6），
13，14（14.2，14.a），15（15.1，15.2，15.3，15.9）関連）

・ 我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野の政策･ 法制度や管理態勢
の構築，能力強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（3.9），6（6.2，6.3），11（11.6，11.b），
12（12.1，12.4，12.5），13（13.2）関連）

・ 食料安全保障に資する，CARDへの貢献を含む持続可能な農業の推進及び水産資源の利用に係る
支援の実施状況（SDGs Goal 2（2.1，2.3，2.4），14（14.4，14.7）関連）

３－２．業務実績
No.4-1 気候変動

関連指標
気候変動対策分野に係る研
修実績数

（1）
•

基準値

2017 年度

3,187 人65

4,625 人

2018 年度
3,320 人

2019 年度
1,700 人

2020 年度
人

2021 年度
人

気候変動に係る国際枠組への貢献
気候変動対策に係る政府方針策定への貢献：官邸に設置された「パリ協定に基づく成長戦略とし
ての長期戦略策定に向けた懇談会」の座長を機構理事長が務め、温室効果ガスの低排出型の経済・
社会の発展のための長期戦略（長期低排出発展戦略）に関する基本的な考え方について提言を取
りまとめた。同提言は、日本政府が 2019 年 6 月に長期戦略を策定するに当たり、指針として活
用された。

•

外部資金の積極的活用：国連気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention
on Climate Change）の下に設置された資金メカニズムである「緑の気候基金（GCF：Green Climate

65

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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Fund）」との間で、2018 年 5 月に締結した GCF の「認証機関」としての包括的認証取極（AMA：
Accreditation Master Agreement）が発効した。これにより、全ての認証プロセスが完了し、5 年間
の認証期間の中で、受託業務提案書（FP：Funding Proposal）を提出できるようになった。これを
受け作業を進めた結果、モルディブの海岸保全に係る事業について、機構として初の FP 提出に
至った。
GCF に関し、モンゴルの冷害対策、南部アフリカ4 か国の森林保全に係る受託業務コンセプトノ

•

ートをそれぞれ GCF 事務局へ提出した。これまでに提出したコンセプトノートは、2018 年度の
3 件と合わせ、計 5 件となった。このうち、モルディブの海岸保全に係る事業については 2020
年 1 月に FP を提出した。残る 4 件についても FP の作成に着手した。
ドイツ・ボンで開催された UNFCCC 第 50 回補助機関会合、スペイン・マドリードで開催され

•

たUNFCCC 第 25 回締約国会議（COP25）において、機構職員が「気候変動の悪影響に伴う損失
及び損害」（ロス＆ダメージ）に係る日本政府の交渉官として従事し、ロス＆ダメージに対する
資金支援を含む対応方策を検討する等、協議の進展に貢献した。また、COP25 では、機構の事業
の成果・教訓の共有・発信を目的に、自国が決定する貢献（NDC：Nationally Determined Contribution）、
温室効果ガスインベントリ、適応策、森林保全、地域協力等をテーマとしたサイドイベントを 6
件主催・共催したほか、他国政府や他機関が開催するサイドイベント 4 件にも機構職員や専門家
が登壇・参加し、積極的に発信した。
（2）
•

気候変動対策の主流化
技術協力 67 件、円借款 64 件、無償資金協力 28 件、海外投融資 12 件（計 171 件）の事業の
計画段階で、温室効果ガスの排出削減量の推計方法、気候変動の影響予測や脆弱性の評価方法等
をまとめたガイドライン「気候変動対策支援ツール」を活用して、関連活動の組み込み等の検討
を行う等、気候変動対策の主流化に取り組んだ。気候変動に関する政府間パネル（ IPCC：
Intergovernmental Panel on Climate Change）報告書との整合性を確保するよう「気候変動対策支援
ツール」の内容を改定し、機構ホームページで公開した。

•

2018 年度に引き続き、気候変動人材の養成を目的とした外部向けの能力強化研修「気候変動対策
と開発」を開講し、26 名に対して研修を行った。

（3）SDGs 達成に向けた貢献
気候変動対策に係る以下の 4 つの重点課題に沿った取組を進めることで、SDGs ゴール 13 をはじ
めとする複数のゴール達成に貢献した。以下では各重点課題における代表的事例を記載する。
①

低炭素かつ気候変動影響に対応する強靭な都市開発・インフラ投資推進

•

東南アジアや南アジアの大都市で鉄道事業を展開することで、モーダルシフトを促進し、交通渋
滞の緩和とともに運輸分野の低炭素化を推進した。バングラデシュでは、ダッカ首都圏における
都市内鉄道事業を承諾した（承諾額：525 億 7,000 万円）。本事業を通じて、年間 63,421 二酸化
炭素トン（t-CO2）の温室効果ガスの削減効果が期待できる。鉄道事業を通じた気候変動緩和策に
資する同様の取組は、インドネシア、フィリピン、インドでも展開している。

②

気候リスクの評価と対策の強化

•

フィジーの技術協力プロジェクト「防災の主流化促進プロジェクト」の討議議事録（R/D）を締結
した。本事業では、首都スバ、中央及び西部地方のパイロット市町を対象に、国家災害管理局及
び防災関係機関に対するハザード評価や地方防災計画の策定、事前防災投資事業の推進に係る能
力強化のための専門家派遣及び本邦研修を行う予定であり、国家災害管理局の防災活動の実施及
4-4

び促進能力の強化を目指している。
③

開発途上国の気候変動政策・制度改善

•

大洋州地域における広域協力として、2017 年 2 月に贈与契約（G/A）を締結したサモアの無償資
金協力「太平洋気候変動センター建設計画」（贈与限度額：9 億 6,200 万円）において、大洋州
地域の気候変動対策分野の人材育成に係る拠点づくりのため、同国に拠点を置く地域協力機関「太
平洋地域環境計画事務局」（SPREP：Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme）の
下に「大洋州気候変動センター」（PCCC：Pacific Climate Change Center）を新設し、開所式を開催
した。また、気候変動適応・緩和、気候ファイナンスへのアクセス向上に係る PCCC の研修機能
の構築を図る技術協力プロジェクト「気候変動に対する強靭性向上のための大洋州人材能力向上
プロジェクト」を開始し、研修カリキュラムの策定や教材開発に取り組んでおり、初回の研修を
実施した。

④

森林・自然生態系の保全管理強化

•

ブラジルの技術協力プロジェクト「先進的レーダー衛星及び AI 技術を用いたブラジルアマゾン
における違法森林伐採管理改善プロジェクト」の R/D を締結した。本事業では、国立研究開発法
人宇宙航空研究開発機構及び国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携し、世界最大の熱帯林
を有するアマゾン地域において、日本のレーダー衛星及び AI 技術を用いた森林伐採の検知及び
予測を実現し、ブラジル政府の違法伐採に関する対策・管理能力の強化を図る。
No.4-2 防災の主流化・災害復興支援

関連指標

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

基準値

度

行政官、地域住民に係る本邦研修、第
三国研修、現地セミナー参加等の実績 8,000 人66
数

（1）

度

度

度

22,700 21,293 26,115
人

人

度

人

人

人

自然災害に対する強靭な社会づくり

2019 年 6 月に発表された政府の仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ 2 の目標

67

達成に向け、

防災人材育成及び開発途上国における仙台防災枠組の達成に向けた以下の協力を実施した。
①

災害リスクの理解：

•

ネパール、メキシコ等対象各国の土砂災害・火山・地震・津波等の災害リスクの解明に資する
SATREPS 事業を 8 件実施し、2 件の R/D 締結を行ったほか、スリランカ、ホンジュラス等で
技術協力プロジェクトを多数実施した。これらに加え、フィジーでは、国家災害管理局や防災関
連機関のハザード評価の能力向上を支援する技術協力プロジェクト「防災の主流化促進プロジェ
クト」の R/D を締結した。

66

日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に、機構貢献分を 80％ と
して想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に 4 万人。

67

500 万人に対する支援、8.5 万人の人材育成、80 か国の防災計画策定・改定を支援。

4-5

②

災害リスク・ガバナンス強化：

•

各国の中央防災機関の能力向上と人材育成を推進した。具体的には、中央防災機関をカウンター
パート（C/P）とする技術協力プロジェクトを 10 か国（中米広域案件で 6 か国、チリ、モンゴ
ル、フィリピン、エクアドル）で実施し、新たに 3 か国（フィジー、スリランカ、ネパール）で
新規案件を立ち上げた。また、出張の機会や本邦招へい、本邦研修を活用し、中央防災機関のハ
イレベル関係者へ仙台防災枠組の推進を働きかけた。

③

防災投資の促進：

•

インドネシアでは、円借款「中部スラウェシ州インフラ復興セクターローン」、「災害に対する
強靭化促進・管理プログラム・ローン」、「洪水制御セクターローン（フェーズ 2）」の借款契約
（L/A）に調印し、防災投資を支援した。

•

防災投資につなげる調査として、フィジーでは、機構による開発調査を基にアジア開発銀行と連
携し、無償資金協力により防災投資の取組を支援する「ナンディ川洪水対策計画」の協力準備調
査を開始した。また、早期の事業開始を望むフィジー政府との協議を踏まえ、同準備調査の一部
はフィジー政府の自己資金により先行して行われる等、自国政府による投資にもつながった。モ
ルディブでは「強靭で安全な都市・地域形成に向けた気候変動対策に関する情報収集・確認調査」
を実施し、海岸浸食対策の投資計画の形成・作成支援を行い、機構としての GCF 第一号案件と
して「モルディブ気候変動に強靭で安全な島づくりプロジェクト」の FP を GCF 事務局へ提出
する等、個別の案件を通じて着実な防災投資の浸透を図ったほか、スリランカでは開発計画調査
型技術協力（以下、「開調型技協」という。）「コロンボ都市圏雨水排水計画策定プロジェクト」
を開始し、雨水排水に係るマスタープラン（M/P）の更新を進めた。

•

また、上記（1）②の中央防災機関を C/P とする技術協力プロジェクトでは、地域の防災投資を
促進するための地方防災計画の策定を支援した。

④

効果的な応急対応のための準備とより良い復興（BBB：Build Back Better）：

•

フィジーでは、防災政策の促進と災害発生後の復旧時に増大する資金ニーズに対応し、より良い
復興に寄与する円借款「災害復旧スタンドバイ借款」の L/A に調印した。インドネシアでは、2018
年 9 月の中部スラウェシ地震・津波の発生後、より良い復興を目指す開調型技協「中部スラウェ
シ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」を実施している。また、地震で被災した中部スラ
ウェシ州の中核的なインフラ施設であるパル第四橋等の橋梁、道路及び堤防等を再建・整備する
ための無償資金協力「中部スラウェシ州パル第四橋再建計画」の G/A に調印するとともに、復興
計画、そして Build Back Better のコンセプトの具現化に向けインフラの再建及び新設を行う円借
款「中部スラウェシインフラ復興セクターローン」の L/A に調印した。モザンビークでは、2019
年 3 月のサイクロン・イダイによる被災地域に対し、国際緊急援助として物資供与、専門家チー
ムと医療チームの派遣を行った後、ファスト・トラック制度を適用した開調型技協「サイクロン・
イダイ被災地域強靭化プロジェクト」を開始した。

•

ブータンにおける技術協力プロジェクト「ティンプー川・パロ川流域における災害事前準備・対
応のための気象観測予報・洪水警報能力強化プロジェクト」の R/D に署名した。同事業では、気
象観測・予報、洪水リスクアセスメント・予警報の能力向上と洪水災害の事前準備や対応の能力
強化に係る支援を実施する。ニカラグアにおける技術協力プロジェクト「中米津波警報センター
能力強化プロジェクト」では、津波予測能力が向上し、津波アドバイザリー情報を中米諸国に発
出する体制が整い、今後、ニカラグアのみならず中米広域へのインパクトが見込まれる。バヌア
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ツでは、早期警報による人的被害軽減を目指す、技術協力プロジェクト「地震・津波・高潮情報
の発信能力強化プロジェクト」を実施中で、2019 年度には観測データの分析方法に係る技術指導
や津波警報発令手順の改善を行ったほか、11 月 5 日の世界津波の日に合わせて避難訓練を含む
啓発イベントを実施し、約 4,500 人が参加した。インドネシアでは、技術協力プロジェクト「地
震・津波観測及び情報発信能力向上プロジェクト」の実施に向けた準備が完了し、無償資金協力
「防災情報システム強化計画」の G/A を締結した。これらの協力によって、改善された地震情報
や津波警報を全国的に発出できる体制がハード・ソフトの両面で整備される見込みである。
（2）防災の主流化推進
•

フィジーでは、機構専門家「大洋州広域防災アドバイザー（2016-2018）」が策定に大きく貢献し
た、「国家防災政策 2018-2020」が政府に正式承認され、国家の重要政策として防災が正式に位置
付けられた。既存の防災法、国家計画（90 年代に作成）に比して、同政策は近年の潮流である SDGs
や仙台防災枠組を踏まえた国家防災戦略に位置付けられ、2020 年までを期限とする仙台防災枠組
のグローバルターゲット（e）
（国と地域の防災戦略の策定）の達成に貢献するものである。また、
同政策には、財政を司る経済省をはじめとした関係省庁や機関が行うべき対策が明記されており、
国全体として防災を取り組む体制が同政策を基に整えられつつある。さらに、同政策は別途策定
された気候変動ポリシーとアクションを共有しているため、防災と気候変動との連携強化も期待
される。2019 年 12 月には同政策の公式発表をフィジー政府と機構の共催で実施した。

•

第 6 回防災グローバル・プラットフォーム 201968のワーキングセッション（国家及び地方防災計
画）において、当機構がモデレーターを務め、グローバルターゲット（e）達成に係る課題やその
解決に係る経験の共有を行った。また、第 2 回世界防災フォーラムでは、地方防災計画をテーマ
にした機構セッションを実施するとともに、キーノートプレゼンテーションを行った。さらに、
第 4 回国連水と災害に関する特別会合、水と災害に関する高級委員会（HELP）第 13 回会合に
おいて、国土交通省と合同で行ったモザンビークのサイクロン・イダイによる被災・復興状況調
査結果報告やフィリピンでの台風被害からの復興期における協力事例も交えて、防災投資やより
良い復興等の重要性を説明する等、多くの国際会議の場での発信を行った。

•

課題別研修「防災主流化の促進」、「総合防災」、「アフリカ総合防災」、「中央アジア・コーカ
サス総合防災」、「中南米総合防災」、「島嶼国総合防災」、国別研修「地方自治体における防災
能力強化」において、仙台防災枠組の喫緊のターゲットである地方防災計画の策定促進のための
研修を行った。2018 年度作成した地方防災計画の実践的策定ガイドについては、洪水を中心とし
ていたガイドに加え、地震版、海岸災害版を新たに作成した。

•

国際会議の場において、また、国連防災機関（UNDRR：United Nations Office for Disaster Risk
Reduction）や国連開発計画（UNDP）に対し災害リスク削減の視点を盛り込んだ地方防災計画の実
践的策定ガイドの普及を図っている。国連防災機関とは、同ガイド及びその考え方を国連防災機
関が行うセミナー等の活動で活用するため協議を開始した。

•

地方防災計画策定を支援するプロジェクト（上記（1）②、中央防災機関に対する支援を行ってい
るプロジェクト）により、防災の主流化を支援した。また、ネパールでは 2019 年に新たに設立
された中央防災機関の長官に対し、仙台防災枠組の考え方や重要事項を伝え理解の促進を図った。

68

防災グローバル・プラットフォームは防災の国際指針である仙台防災枠組2015-2030 の実施促進及びモニ
タリングを目的に、国連防災機関（UNDRR）が2 年に一度主催する国際会議。
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（3）災害復興支援（より良い復興（BBB）の推進）
•

ネパール地震への復興支援を継続し、BBB 実現のため、無償資金協力「ネパール地震復旧・復興
計画」により、震源となったゴルカ郡バルパックと都市部の交通アクセス改善に貢献する橋梁を
完成させ、被災病院の再建や、被災導水管の再建を進めた。また、ネパール地震復興の最大課題
であった住宅再建について、機構が円借款「緊急住宅復興事業」により支援した地域の完工率は
2020 年 1 月時点でほぼ 90％を達成した。同事業では、地域の相互扶助を進めながら住宅再建を
支援するコミュニティ動員プログラムを活用することにより、平均 70％弱の完工率にとどまる世
銀、USAID、スイス、DFID、インドなどが支援している地域やネパール政府が自力実施している
地域よりもめざましい成果が発現しており、この完工率の高さに注目した世銀が同担当地域に機
構のモデルを取り入れるなど、ネパール政府だけでなく他ドナーからも機構モデルの成果が評価
されている。ネパール国家復興庁と機構の共催で、4 月にネパール地震後 4 周年のセミナーをカ
トマンズで開催し、日本の行政官・有識者の協力を得て、復興庁長官をはじめとする政府関係者
に対し公共施設の再建等のこれまでの機構による協力成果の発信や、円借款事業による耐震性の
ある復興住宅再建の進捗共有などを行った。

•

上記（2）でも言及した第 6 回防災グローバル・プラットフォーム 2019 のワーキングセッショ
ン「BBB & WRC outcomes」において、ネパール震災やフィリピン台風ヨランダの復興活動の事例
等の発表、Inclusive に関するサイドイベント（女性のリーダーシップとジェンダーの取組）、World
Reconstruction Conference の “Community-led Recovery” における発表（フィリピン台風ヨランダの
復興）を行った。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
•

防災に関連する Goal 9,11,13（インフラ・産業、都市、気候変動）について、各国での達成に貢献
する案件の形成と協力を実施した。具体例として、バヌアツでは、2015 年のサイクロン被害に遭
った橋梁の橋長延伸を含む架け替え、同橋付近の河川改修及びアプローチ道路改修を行い、自然
災害に強い道路交通の確保を図る無償資金協力「テオウマ橋災害復興計画」を、インドネシアで
は、2018 年の地震・津波により被害を受けた地域の中核的なインフラ施設であるパル第四橋、周
辺道路等を再建・整備することで、より災害に強い社会の形成に寄与する無償資金協力「中部ス
ラウェシ州パル第四橋再建計画」や、防災情報処理伝達システムを導入することで、地震・津波
に関する早期警戒情報が住民により迅速かつ確実に伝達できるようになり、災害による被害の軽
減及び住民の安全強化を通じた安全な社会造りに寄与する無償資金協力「防災情報システム強化
計画」等を実施した。
No.4-3 自然環境保全

関連指標
機構が支援する REDD+/ 生物
多様性分野関連の協力対象国

69

基準値

23 か国

69

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

度

度

度

度

度

29 か国

21 か国

18 か国

か国

2016 年度末の協力対象国：15 か国（基礎調査、広域案件除く）、8 か国（生物多様性分野関連）
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か国

数

JJ-FAST（JICA-JAXA 熱帯雨
林早期警戒システム）を活用

8 か国

70

8 か国

11 か国

12 か国

か国

か国

した国数

（1）自然環境保全と生物多様性主流化に向けた具体的な施策の実施状況
①

自然環境保全

•

ベトナム、ラオス、カンボジアの森林分野の取組拡大と高評価：ベトナム、ラオス、カンボジア
では、パリ協定でも重要な柱の一つとなっている「森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排
出削減（REDD+）」への取組を、技術協力を通じて支援し、持続可能な森林経営に係る能力強化
に取り組んだ。ベトナムでは、機構が支援した google earth engine を活用したタブレット方式に
よる森林モニタリングの有効性がベトナム政府はじめ他のドナーに認められ、機構の支援対象 4
省のみならず 16 省に導入された。また、プロジェクトを通じ機構支援対象の 4 省において生活
基盤改善のための草の根無償資金協力の申請を支援し、全件採択に至り完工。これにより、プロ
ジェクトによる持続的自然資源管理と生計向上との相乗効果が図られた。ラオスでは機構が森林
分野のドナー調整をリードし、森林法改正に貢献した。カンボジアでは、これまでの機構の
REDD+ への貢献が評価され、環境大臣より感謝状が授与された。また、メコン流域全般の過去
30 年分の森林被覆図を作成し森林減少が激しい地域とその要因を特定した。

•

SDGs 及び気候変動対策への貢献を念頭に、自然環境保全と人間活動との調和を図る仕組みづく
りに向けた事業を実施した。気候変動緩和策に資する、REDD+ 及び持続的森林管理分野の技術協
力事業を実施し、対象国の森林管理政策や森林モニタリング技術に係る能力を強化した。ラオス
においてはこれらの成果を REDD++ の成果払い申請として取りまとめ、REDD+ 成果払いコンセ
プトノートを取りまとめた。ブラジルにおいては、衛星情報等の先端技術を活用し、違法伐採検
知の精度を向上させ、持続的森林管理に貢献する新規案件を形成した。

•

気候変動適応策（流域管理・EcoDRR）に資する技術協力に関し、統合流域管理を念頭においたメ
コン地域における森林減少と気候変動の影響を把握するための基礎情報収集調査を実施したほか、
コソボ、モンテネグロにおける EcoDRR の実践を目標とする、国家森林火災情報システムの確立
と防雪・防風林の整備を骨子とした新規案件を形成した。また、「サヘル・アフリカの角砂漠化
対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）」に関し、アフリカの角地域とサ
ヘル地域での地域会合を踏まえ、TICAD 7 において気候変動適応策に対する貢献の一環としてサ
イドイベントを開催した。エチオピア水技術機構教育訓練総局長、ケニア環境森林省首席次官を
はじめ、日本やアフリカ各国等から、120 名を超える参加者が出席し、サブサハラ地域の気候変
動適応策の推進において、サイエンスに基づいた統合的なアプローチを導入することや関係者で
協働することの重要性を確認した。同イベントは機構がアフリカにおけるマルチセクトラルな気
候変動適応策の新規案推進の契機となった。

•

70

インドでの砂漠化対処条約 COP14 において「2030 年 SDGs 達成に向けた国際社会による取組

2016 年度末の協力対象国
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の加速」をテーマとして AI-CD 加盟国によるイベントを開催した。同イベントには、イブラヒ
ム・ティアウ UNCCD 事務局長等が登壇の他、約 120 名が参加し、アフリカの角地域から砂漠
化対処のガイドラインを発表するとともに、参加者に対して効果的な砂漠化対処のための取組及
び資金アクセスに関する具体的なアクションを促進した。砂漠化対処のガイドラインはケニアが
主導的にドラフトしたもので、これを今回のイベントの主要アジェンダとすることによって、ド
ナー主導ではなく加盟国の達成との認識が共有されることとなり、アフリカ諸国の砂漠化対処に
取り組むオーナーシップが一段と高まる効果をもたらした。
•

また、関連会合を含む AI-CD の活動や日本政府及び機構の貢献を Facebook 及び Twitter で、配
信したほか、一般ユーザーから各国での砂漠化対処に係る取組や写真の投稿がされる等、知識共
有を推進した。2020 年 3 月末時点で、主に AI-CD 対象国のユーザーから 7,600 件以上の「い
いね！」を獲得した。

②

生物多様性主流化

•

保護区とその周辺地域の連続した生態系において、ポスト 2020 生物多様性枠組も念頭に生物多
様性の保全と持続可能な利用を確保し、生物多様性の主流化に貢献するために、「フィールドミ
ュージアム構想によるアマゾンの生物多様性保全プロジェクト」といった個別の技術協力をはじ
め、機構研究所で「マングローブ再生と持続可能な利用の推進のためのワークショップ」の開催
を通じ、ステークホルダーとの課題解決のための意見交換を促進した。これを契機に、ワークシ
ョップに参加した民間企業より、マングローブ保全のための新たな官民プラットフォームの創設
が提案されるなど、民間セクターとの連携強化を通じたグリーン経済の推進、沿岸域における自
然環境保全の強化のための具体的な進展がみられた。

•

また、SATREPS として「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的
サービスの包括的評価と保全戦略プロジェクト」により、生物多様性が極めて高いコーラル・ト
ライアングルに位置するフィリピンとインドネシアにおいて、沿岸生態系サービスを気候変動対
策と持続的な開発に最大限活用することを目指したブルーカーボン戦略の策定、政策の提言を目
的とする協力を実施し、ブルーカーボン戦略の骨子案を取りまとめた。当該案件の他、マレーシ
ア、ブラジル、マラウイ、エチオピア、カメルーンにおいて自然環境領域の SATREPS 案件を形
成・実施した。

③

民間企業との連携推進（官民連携プラットフォームの活用、外部資金の活用）
上記の活動を行うに当たり、下記のとおり民間企業との連携も促進し、インパクトの拡大を図った。

•

「森から世界を変える REDD+ プラットフォーム」の事務局として、年間を通じてREDD+ を巡る
国際潮流の積極的な発信を含めて、プラットフォームを運営したほか、東京でメコン地域森林保
全・流域管理のセミナーを開催し、「メコン流域の流域管理・環境保全に係る情報収集・確認調
査」結果の発信に加えて、イオンやサントリーが取り組んでいる自然環境保全に係る民間企業の
取組も紹介した。

•

東京でマングローブ保全と民間連携セミナーを開催し、マングローブ保全に関心の高い企業との
ネットワークを構築した。このネットワークを活用し、新たに複数の民間企業が協働し、JICA 特
定寄付金制度を活用した具体的マングローブ保全事業の形成等、具体的な連携策の検討を進めた。

•

コンゴ民主共和国における「クウィル州 REDD+ 統合プログラム」の実施について、中部アフリ
カ森林イニシアティブ（CAFI）の資金管理機関である UNDP と州レベルでの森林保全活動を行
う業務契約（約 4 百万ドル）を締結し、約 3 百万ドルを受領、全国レベルでの森林資源管理を
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行う機構の技術協力プロジェクト「国家森林モニタリングシステム運用・REDD+ パイロットプロ
ジェクト」において、CAFI からの受託事業である州レベルでの森林保全に係る活動との連携に係
る取り決めを締結する等、外部資金との一体的な運用を行った。
•

UNFCCC の COP25 において、泥炭管理をテーマとしたサイドイベントを UNEP、FAO 等との
共催により開催し、泥炭地管理における民間企業を含めた多様なステークホルダーとの連携を推
進した。

④

イノベーション促進

•

広大な森林の保全を図るには衛星技術の活用が不可欠であり、機構と宇宙航空研究開発機構
（JAXA）による熱帯雨林早期警戒システムである「JJ-FAST」をはじめとして日本の衛星技術を積
極的に活用し、熱帯林の森林変化に係る情報を世界 77 か国に提供している。TICAD 7 では、気
候変動緩和策に対する貢献の一環として JAXA、ITTO との共催の下「森から世界を変える - よ
り良いアフリカ森林ガバナンスのためのイノベーティブな技術・アプローチ-」と題してサイドイ
ベントを開催した。同イベントに、ケニア環境・森林省首席次官、コンゴ民主共和国環境・持続
的開発省次官等、アフリカ地域各国行政官、民間企業関係者を迎え、100 名を超える参加を得て、
関係機関の制度・体制強化や人材育成、民間を含めたアクター間連携の強化等に継続して取り組
むことや、衛星等を活用した森林データ改善の必要性などを確認した。また、他の機会でもJJ-FAST
の取組を発信したほか、課題別研修を通じて JJ-FAST の現場での活用を促進した。

•

ブラジルでは、JJ-FAST 及び AI の活用も含めた衛星技術を用いた森林モニタリングシステムの
強化に資する技術協力プロジェクトの R/D を締結した。AI の活用により過去の森林伐採の傾向
を分析し、今後違法伐採が発生する可能性の高い地域を予測することで、違法伐採の取り締まり
の強化に貢献することが期待される。

（2）SDGs 達成に向けた貢献
•

ゴール 13（気候変動）に関しては、フィリピン及びインドネシアで実施中の SATREPS「コーラ
ル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦
略プロジェクト」を通じて、ブルーカーボン戦略の策定、政策提言に係る協力を実施した。ブル
ーカーボン戦略は、マングローブを含む沿岸生態系が貯蔵する CO2 を適切に保全しつつ、地域
住民の生計を向上するための自然資源利用計画の基本となるもので、気候変動対策への貢献が期
待される。また、森林の減少・劣化の抑制を通じて CO2 排出削減に貢献する REDD+ に係る支
援等を、ベトナム、ラオス、カメルーン等で実施した。泥炭地管理に関しては UNFCCC の COP25
の場を活用してサイドイベントを Michael Succow Foundation for the Protection of Nature（MSF）、
Global Environment Center、FAO、国連環境計画（UNEP：United Nations Environment Programme）
と開催し、ペルー、コンゴ民主共和国、インドネシアの 3 か国より泥炭関係者が参加を得て、各
国の泥炭地マッピング・モニタリング・管理の現状を紹介するなど、ステークホルダー間の連携
を強化した。また、植林により地盤の安定を図り、土砂災害防止に貢献するといった、適応策と
しての側面に焦点を当てた自然資源や生態系サービスの持続的管理・利用を通じた防災（EcoDRR）、干ばつレジリエンス強化への支援をマケドニアやサブサハラ・アフリカ諸国を対象に実
施した。

•

ゴール 14（海洋）に関しては、保護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資源管
理の促進を念頭に、マングローブ等の沿岸域生態系やサンゴ礁生態系に着目した事業を上述した
フィリピン・インドネシアにおける SATREPS で推進するとともに、湾岸海洋環境保護機構
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（Regional Organization for the Protection of Marine Environment：ROPME）との業務協力協定に基づ
き、加盟国とペルシャ湾の海洋環境保全をテーマとしたセミナーを主催した。
•

ゴール 15（森林・生物多様性）に関しては、持続的森林管理、砂漠化対処、生物多様性保全（保
護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資源管理の促進）の改善に資する事業を
通じて貢献した。具体的には、持続的森林管理においては、ベトナム、ラオス、ミャンマー、ソロ
モン、パプアニューギニア、インド、マケドニア、イラン、エチオピア、ケニア、マラウイ、カメ
ルーン、コンゴ民主共和国、ペルー等で、砂漠化対処においては、サヘル・アフリカの角砂漠化
対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）を通じて加盟 15 か国に対して、
生物多様性保全についてはパプアニューギニア、イラン、ブラジル、ホンジュラス、エルサルバ
ドル等で事業を実施した。
No.4-4 環境管理

関連指標

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

環境管理分野（廃棄物・
下水・大気・低炭素社

1,600 人71

9,315 人

5,951 人

3,408 人

人

人

会）に係る研修実績数

（1）都市部の住環境改善及び持続可能な経済社会システムに向けた具体的な施策の実施状況
①

廃棄物管理の改善及び 3R の推進に向けた取組

•

アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）：環境省、横浜市、UNEP、UN-HABITAT 等
と共催の下、TICAD 7 の公式サイドイベントとして第 2 回全体会合を横浜市で開催した。アフ
リカ 38 か国の中央及び地方政府や国内外の民間企業、国際機関等、延べ約 450 名が参加して廃
棄物管理の経験や技術、住民啓発、データ活用、資金動員等をテーマとして議論し、機構が実施
したアフリカ廃棄物管理に関する調査結果報告の他、データブック及び環境教育ガイドブックの
公表、JICA 海外協力隊経験者による発表や、日本企業とのビジネスマッチングも行われた。最終
日にはこれら議論を総括した ACCP の中期的な活動方向性として「ACCP 横浜行動指針」を採択
し、ACCP への参加者の拡大と連携強化を図り適切な廃棄物管理の実現に向け、機構事業を通じ
た能力強化や成功事例の創出等を含む更なる取組を進めることを確認した。同会合の成果を踏ま
え、TICAD 7 の成果文書である「横浜宣言 2019」にも ACCP の枠組みの活用が盛り込まれ、今
後各国で廃棄物管理の政策優先度を高めていくための閣僚級合意が確立された。さらに、会合期
間中に UN 主催の SDGs ワークショップや横浜市の廃棄物管理施設の見学も行われ、アフリカ
各国の参加者が実践的なノウハウや日本の技術を理解する好機となった。なお、ACCP 加盟国は
37 か国 65 都市まで拡大しており、アフリカの大半の地域をカバーするネットワークを確立して
いる。

•

Waste to Energy（WtoE）：インドネシア西ジャワ州レゴックナンカ廃棄物発電事業において、機
構として全世界でも初の試みとなる、PPP 事業における政府機関の民間連携事業者選定のための

71

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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調達手続き支援業務（トランザクションアドバイザリー業務）を世界最大規模の国際金融機関で
ある IFC と協働して開始した。廃棄物発電事業は収益性の確保が難しく、また公的資金のみでの
実施も難しいとされ、開発途上地域での実現にはハードルが高いことが多い。本支援は異なる強
みをもつ開発機関が協働して民間企業が投資可能な案件形成・事業者選定を行うプロセスを支援
するという機構にとっても新しい領域への支援であり、インドネシアで初の PPP による同事業
の導入と同地域での持続的な廃棄物管理の実現、加えて本事業を参考とした他都市での廃棄物発
電事業の進展に向け大きな一歩となることが期待される。
•

海洋プラスチックごみ対策：世界的に注目を集めている海洋プラスチックごみ問題への対処のた
め、九州大学、熊本大学、鹿児島大学、京都大学、東京農工大学、中央大学等の本邦大学と、チュ
ラロンコン大学、ワライラック大学、イースタンアジア大学等のタイの大学と連携した SATREPS
「東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」について、タイ側とプロジェク
ト・デザインにつき合意した。同案件は海洋プラスチックの現存量や動態、海洋環境への影響等
を研究し、その結果を踏まえた行動計画をタイ政府に提言することで、科学的根拠に基づく対策
立案を支援することを主眼とした機構初の海洋プラスチック対策に特化した案件である。日タイ
双方のマスコミからの注目度も高く、NHK のニュースを含め、各所で調査状況や署名式の模様が
報道された。

•

G20 大阪サミットで共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を実現するために海洋プ
ラスチックごみ対策の推進を目的として日本政府が提唱した「マリーン（MARINE）・イニシアテ
ィブ」への貢献のため、「海洋プラスチックごみの実態把握及び資源循環に係る本邦技術の活用
に向けた情報収集・確認調査」を実施した。主にインドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムのニ
ーズを確認するとともに、各国で海洋プラスチックごみ問題を担当するキーパーソンの行政官を
日本に招へいし、本邦技術の紹介や対応の重要性を共有した。

•

3R の推進：適切な廃棄物管理及び 3R の推進に向けた M/P 策定に係る協力をミャンマーで開始
した。ヤンゴンでは日本の標準的な処分場方式である準好気性埋立（通称、福岡方式）の展開を
福岡市が実施しており、M/P 作成においても福岡市と密に連携する予定としている。また、ヤン
ゴンでは環境省 JCM 事業による Waste to Energy（WtE：廃棄物からのエネルギー回収）のパイ
ロットプラントが稼働しており、M/P で今後の拡大に向けた将来計画を検討する。政府、自治体、
民間を含むオールジャパンの体制で一貫性のある廃棄物管理の実現を支援し、日本のノウハウ輸
出にも貢献する。大洋州ではバヌアツにおいて、当機構の協力により、経済インセンティブの導
入を通じて島嶼国での制約を踏まえた資源循環の確立を目指す「3R プラス Return」の推進を後
押しする、飲料容器のデポジット制度の導入に係る基本方針が内閣承認され、閣議決定通知が発
出された。機構は、パラオやマーシャル等の大洋州で実施済みのデポジット制度導入支援の実績
をいかし、バヌアツで政府機関・民間企業・市民団体等の多様なステークホルダーを巻き込みな
がら制度導入可能性に係る初期調査を実施する等、デポジット制度導入の構想段階から支援して
きた。同制度の導入により、飲料容器の回収率の向上が見込まれ、不法投棄の減少を通じた都市
環境の改善及び海洋への流出を防止することによる海洋プラスチックごみ問題対策への貢献が期
待される。

②

水質汚濁や大気汚染の防止に向けた取組

•

自治体等との連携を通じた本邦技術の海外展開：フィリピンのセブ市における衛生の改善に向け、
横浜市と連携した無償資金協力「メトロセブ水道区汚泥管理計画」の交換公文（E/N： Exchange
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of Notes）を締結した。同計画は腐敗槽汚泥処理施設の建設や、腐敗槽汚泥の収集車両の導入を通
じてメトロセブ地域の衛生の改善を図るもので、SDGs ターゲット 6 の達成に貢献するものであ
る。
•

包括的な支援を通じた下水道整備の推進：カンボジア・プノンペンでは、北九州市と連携した下
水分野の取組をソフト・ハード双方の面から推進している。具体的には、プノンペンで初となる
公共下水施設の整備のため、無償資金協力「プノンペン下水道整備計画」の G/A を締結した。ま
た、技術協力では、同施設の稼働に向けた体制整備等を支援する技術協力プロジェクト「プノン
ペン都庁及び公共事業・運輸省下水管理能力強化プロジェクト」を 4 月に開始し、北九州市から
長期専門家をリーダーとして派遣している。あわせて、北九州市の提案による草の根技協「プノ
ンペン都下水・排水施設管理能力向上プロジェクト」も実施しており、自治体との効果的な連携
やソフトとハードを組み合わせた支援により、SDGs 指標 6.3.1（汚水処理率）の改善に直接的に
資する支援を展開している。

•

開発事業における適切な環境社会配慮の確保：ミャンマーに対し、環境影響評価の審査の効率化・
迅速化に向け、制度的課題の分析や改善策の検討、実務者向けの研修や OJT の実施を通じて政府
機関や関係者の能力強化を図る協力を開始した。

（2）SDGs 達成に向けた貢献
•

指標 6.3.1（汚水処理率）：より幅広いアクターとの連携を通じて開発途上国における衛生改善へ
の取組を推進するため、㈱ LIXIL グループと衛生の改善のための業務連携・協力に関する覚書を
締結した。LIXIL は開発途上国向けのトイレ技術（製品名：SATO）を有し、同社が得意とする簡
易型トイレのサービスと機構が得意とする都市部における下水等のサービスとの連携を図り、よ
り包括的な衛生サービスの展開に貢献する。

•

指標 11.6.1（都市の一人当たりの環境上の悪影響軽減）、指標 12.4 及び 12.5（廃棄物発生の削
減）： ACCP の全体会合に合わせて、「アフリカ廃棄物管理データブック 2019」「アフリカ廃
棄物管理基礎理解パンフレット」「アフリカ廃棄物管理・環境教育ガイドブック」の 3 種の出版
物を公表し、廃棄物管理の基礎的な理解の底上げ、データに基づく廃棄物管理の実践や環境教育
や住民啓発活動の促進に貢献した。

•

指標13.1（レジリエンス及び適応能力強化）、13.2（気候変動の国別政策・計画への反映）、13.3
（教育、啓発、人的能力及び制度機能改善）：ベトナムでは、技術協力プロジェクト「国としての
適切な緩和行動（NAMA）策定及び実施支援プロジェクト」を通じ、ホーチミンをパイロット都
市として、国の NDC を推進するための基礎情報となる測定・報告・検証（MRV：Measurement,
Reporting and Verification）の能力強化を実施した。また、インドネシアでは、技術協力プロジェク
ト「気候変動対策能力強化プロジェクトフェーズ 2」を開始し、同国の国家適応計画の改定を支
援するとともに、長期の気候変動予測に基づく影響評価及び開発計画等への反映に向けた活動を
準備した。タイでは、技術協力プロジェクト「東南アジア地域低炭素・レジリエントな社会構築
推進能力強化プロジェクト」を通じ、気候変動国際研修センターを拠点としたタイ国内・ASEAN
域内対象の気候変動分野（ファイナンス・緩和等）の研修を企画・実施し、研修の成果・効果のモ
ニタリング評価の仕組み作りを支援した。
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No.4-5 食料安全保障

関連指標
サブサハラ・アフ
リカにおけるコメ

基準値
普及員：833 人
72農家：2

万人

生産量の増加に貢

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

普及員：1,785

普及員：1,698

普及員：2,916 普及員：人 普及員：人

人農家：24,226

人農家：42,511

人農家：37,696

人

人

人

農家：人

2021 年度

農家：人

献するための稲作
に係る研修実績数

（1）CARD を通じたアフリカ稲作開発、及び気候変動に対する強靭性強化の貢献
•

「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）フェーズ 2」
の枠組みの下、国家稲作開発戦略（NRDS：National Rice Development Strategy）の具体化に向け、
CARD 対象国 32 か国のうち 20 か国において 27 件の事業を形成・実施した。また、CARD フ
ェ ー ズ 2 で 掲 げ て い る RICE ア プ ロ ー チ （ Resilience 、 Industrialization 、 Competitiveness 、
Empowerment）に基づき、アフリカにおける拠点国であるウガンダ及びカメルーンにおいて、稲作
人材育成のための広域研修を実施した。CARD は 11 の国際機関及び NGO によって運営されて
いるが、そのメンバーである機構が RICE アプローチ等に基づき人材育成に大きく貢献（例：研
修を受けた普及員は前年度比で 1.7 倍）した。

•

農業の機械化が進んでいないサブサハラ・アフリカにおいて、農業機械の活用状況や本邦企業の
優位性を確認する調査を行うとともに、調査結果を本邦企業に共有し、同地域への本邦企業の展
開を支援した。特に、課題別研修「アフリカ農業機械化」においては、研修の報告会へ機構農村
開発部（当時）とネットワークを有するメーカー、開発コンサルタント等を広く招き、各研修員
の国の農業機械化の現状紹介や研修員に対する日本企業による製品の紹介、研修員母国の市場の
潜在性確認等、今後の展開に関する企業、研修員、機構の 3 者間で情報を交換・共有した。これ
ら一連の動きにより人口が急増するサブサハラ・アフリカの食料安全保障と日本企業による有望
な市場確保の両立に向けた関係が構築された。また、TICAD 7 における官民ビジネス対話のなか
で、農業ワーキンググループが発表した「アフリカ農業イノベーション・プラットフォーム構想」
を実現すべく、「先進農業技術の導入促進」に係る情報収集・確認調査の準備を開始した。

（2）水産資源の持続的な利用の推進
•

水産資源管理について、セネガルでのコマネジメント（共同資源管理）の協力の成果を周辺国と
共有する広域プロジェクトを開始した。カリブ島嶼国地域ではサンゴ礁域等の沿岸水産資源の保
全管理にコマネジメントを活用する広域プロジェクトの開始に向けて、関係国と R/D を署名し
た。また、大洋州では SDGs ゴール 14 の推進に必要な人材育成に係る広域技術協力を形成した。

•

72

違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策について、IUU 漁業対策に関する日本の知見の共有を促

TICAD VI の目標値：普及員 2,500 人、農家 6 万人（2016-2018）
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進する課題別研修とインドネシアでの衛星利用の技術協力プロジェクトを開始した。また、
ASEAN との連携による人材育成案件の形成を進めた。さらに、チュニジアに対する無償資金協
力で漁業監視船整備の案件を形成した。
（3）気候変動に対する強靭性
•

気候変動に伴い降雨パターンが変化しても安定した作物生産を可能とする灌漑・水管理関連の技
術協力 2 件（ミャンマー、ウガンダ）の実施について先方政府と合意した。スーダンにおいて高
温・乾燥耐性コムギ品種の開発を行う SATREPS を開始した。スーダンではコムギは最も重要な
主食であるにもかかわらず、急増する人口に国内生産の需要が追い付かず輸入が増える一方のな
か、乾燥気候に適した品種開発の取組は同国政府からも高く評価されている。

•

気候変動による不作のリスクの軽減に資する天候インデックス型農業保険（不作による被害を補
償する保険）導入のモデル案件として、エチオピアにおいて営農技術指導と保険販売の組合せに
よる同保険の普及を通じ、異常気象に起因する農業へ悪影響に対する事前事後対応強化を目的と
した技術協力を開始した。また、インドネシアで実施中の技術協力プロジェクト「農業保険実施
能力向上プロジェクト」では、2019 年度に農業保険制度のレビュー調査を実施し、改善に向けた
提言を行った結果、複数に跨る実施機関間の情報交換・合意形成の場である農業保険プラットフ
ォームを設置することが決定したほか、新たな保険制度である収量インデックス保険導入に向け
た準備を進めているなど、多数の関係機関や変動の大きな気候を対象に制度的・技術的な調整・
改善を行う難易度の高い業務においても一定の道筋を示し、確実に成果を発現している。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
•

ゴール 14 の水産資源の持続的利用の課題に対し、大洋州やセネガルの技術協力プロジェクトで、
資源管理規則の作成や違反防止等で漁民が行政と共同で資源管理（コマネジメント）に取り組む
体制を強化した。

•

CARD フェーズ 2 の枠組みの下、更なるコメ生産倍増を掲げ、サブサハラ・アフリカ各国におい
て稲作協力を進め、土地生産性向上支援による生産増を進め、ゴール 2 の達成に貢献した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
引き続き SDGs やパリ協定、仙台防災枠組達成への貢献を念頭に置きつつ、国際社会全体として地
球規模課題の解決に貢献する事業を形成・実施することを期待する。その際業務実績報告書の「事業
上の課題及び対応方針」に記載されているような、仙台防災枠組の優先行動への取組の理解促進や、
海洋プラスチックごみ対策推進等に取り組むことを期待する。（平成 30 年度独立行政法人国際協力
機構業務実績評価（令和元年 9 月）、No.4「地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社
会の構築」）
＜対応＞
パリ協定への貢献を念頭に置きつつ、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇
談会」への参画、COP25 における国際交渉参画及びサイドイベントを通じた情報発信に従事するととも
に、開発途上地域における緩和策・適応策に係る事業を形成・実施した。
また、仙台防災枠組への貢献を念頭に置きつつ、各国の地方防災計画の策定促進のために作成した実
践的ガイドの機構事業での活用、機構からの積極的な働きかけを通じた UNDRR との具体的な連携合
意、「第 6 回防災グローバル・プラットフォーム」のセッション企画への参画及びモデレーターとして
の登壇や「世界防災フォーラム」でのセッション主催等を通じた機構の取組・成果の発信を行った。
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さらに、海洋プラスチックごみ対策を推進するため、情報収集・確認調査や東南アジア各国からの
招へい、新規 SATREPS 事業の形成等を推進した。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え、年度計画に照らして質的な成
果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断されることから、中期計画における所期の目
標を上回る成果が得られていると認められる。
具体的には、気候変動対策、防災主流化及び海洋プラスチックごみ問題等一層注視される地球規模課
題に着実に取り組み、持続可能で強靭な国際社会の構築に貢献した。特に、①気候変動対策に係る政府
方針策定への貢献（機構理事長が座長として長期低排出発展戦略提言を取りまとめ）、②外部資金の積
極活用（GCF への受託業務提案書（FP）初提出）、③気候変動緩和策の推進（インドシナ地域での森林
減少対策（REDD+）推進）、④仙台防災枠組達成への貢献（同枠組を踏まえたフィジー国家防災政策承
認）、⑤海洋プラスチックごみ問題への対応（機構初の同問題に特化した SATREPS 案件の実施）等、
特筆すべき成果をあげた。
ア . 気候変動
○

気候変動対策に係る政府方針策定への貢献【①】：機構理事長が「パリ協定に基づく成長戦略とし
ての長期戦略策定に向けた懇談会」の座長を務め、長期低排出発展戦略に関する提言を取りまと
め。日本政府は長期戦略を策定する上で同提言を指針として活用。

○

外部資金の積極的活用・受託業務提案書（FP）初提出【②】：緑の気候基金（GCF）との間で包括
的認証取極が発効。全ての認証プロセスが完了し、5 年間、FP（Funding Proposal）の提出が可能
となった。これを受け作業を進めた結果、モルディブの海岸保全に係る事業について、機構とし
て初の FP 提出に至った。

○

東南アジアや南アジアの大都市での鉄道事業の展開を通じて、モーダルシフトを促進し、運輸交
通分野での低炭素化を推進。

○

技術協力 67 件、円借款 64 件、無償資金協力 28 件、海外投融資 12 件（計 171 件）の事業
の計画段階で「気候変動対策支援ツール」を活用し、気候変動対策の主流化に係る取組を実施。

イ . 防災の主流化・災害復興支援
◎

フィジーでの国家防災政策承認を通じた仙台防災枠組達成への貢献【①】：機構専門家が策定に大
きく貢献した「国家防災政策 2018-2020」をフィジー政府が正式に承認。同政策は近年の潮流であ
るSDGs や仙台防災枠組を踏まえており、仙台防災枠組のグローバルターゲット（e）（国と地域の
防災戦略の策定）の達成に貢献。

◎

ネパールにおけるより良い復興（BBB）の成果と高評価【③④】：ネパール地震復興の最大課題であっ
た住宅再建について、機構が円借款「緊急住宅復興事業」により支援した地域の完工率は 2020 年1
月時点でほぼ 90％を達成。地域の相互扶助を進めながら住宅再建を支援するコミュニティ動員プ
ログラムを活用し、平均 70％弱の完工率にとどまる世界銀行、米国国際開発庁（USAID）
、スイス、
英国国際開発省（DFID：Department for International Development）
、インド等の支援地域等よりもめざ
ましい成果が発現。完工率の高さに注目した世界銀行が、同担当地域に機構のモデルを採用。また、
ネパール震災 4 周年記念セミナーにて復興庁長官が「JICA が果たした役割は非常に大きい」と発
言する等、ネパール政府も機構の成果を高く評価。

○

仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ 2）目標達成に向け、災害リスクの理解、災害リスク・
ガバナンス強化、防災投資の促進等を実施。
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○

第 6 回防災グローバル・プラットフォーム 2019、第 2 回世界防災フォーラム、第 4 回国連水
と災害に関する特別会合等の国際会議にて防災投資やより良い復興等の重要性を発信し、防災の
主流化に貢献。

○

ネパール国家復興庁との共催で、ネパール地震後 4 周年のセミナーを開催し、公共施設の再建
等のこれまでの機構による協力成果等を発信。

ウ . 自然環境保全
◎

ベトナム、ラオス、カンボジアの森林分野の取組拡大と高評価【②④】：ベトナムでは機構支援の
森林モニタリングの有効性が認められ、機構の支援対象（4 省）を越えて（全国 58 省のうち）16
省で導入。ラオスでは、機構が森林分野のドナー調整をリードし、森林法改正に寄与。カンボジア
では機構の貢献が高く評価され、環境大臣より感謝状を授与。

○

サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）に
関しTICAD 7 サイドイベントを開催し、日本やアフリカ各国等から、120 人を超える参加を得
て、サブサハラ地域の気候変動適応策の推進における統合的アプローチの導入、及び関係者で協
働することの重要性を確認。

○

ブラジルにて JJ-FAST 及び AI の活用も含めた衛星技術を用いた森林モニタリングシステム
の強化に資する技術協力プロジェクトの R/D を締結。

○

生物多様性の主流化に貢献するため、民間セクターとの連携強化を通じたグリーン経済の推進、
沿岸域における自然環境保全の強化を促進。

エ . 環境管理
◎

TICAD 7 への貢献【①】：TICAD 7 のサイドイベントとして、機構及び環境省等の発案により 2017
年に設立されアフリカの大半の地域（37 か国 65 都市）をカバーするに至った「アフリカのきれい
な街プラットフォーム」（ACCP）第 2 回全体会合を開催。同会合にて「ACCP 横浜行動指針」を
採択した結果、TICAD 7 の成果文書である「横浜宣言 2019」にも ACCP の枠組みの活用が盛り込
まれ、今後各国で廃棄物管理の政策優先度を高めていくための閣僚級合意が確立。

◎

インドネシア、PPP 事業の民間企業選定を初めて支援【③】：インドネシアの廃棄物発電事業にお
いて、機構初となる、PPP 事業における政府機関の民間連携事業者選定のための調達手続き支援業
務を、世界最大規模の国際金融機関 IFC と協働して開始し、具体的な PPP 事業の形成促進を支援。
廃棄物発電事業は開発途上地域での実現のハードルが高い（収益性確保が困難、公的資金のみでの
実施が困難等）なか、廃棄物発電事業及び PPP 事業の進展に向けた大きな一歩。

◎

海洋プラスチックごみ対策に特化した SATREPS 案件を初めて実施【①】：G20 大阪サミットで
合意された海洋プラスチックごみ対策の推進を目的として日本政府が提唱した「マリーン・イニシ
アティブ」にも貢献する案件として、九州大学、熊本大学、鹿児島大学、京都大学、東京農工大学、
中央大学等の本邦大学と、チュラロンコン大学、ワライラック大学、イースタンアジア大学等のタ
イの大学とが連携した SATREPS「東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」
のプロジェクト・デザインについてタイ側と合意。機構初の海洋プラスチックごみ対策に特化した
案件で、日タイ双方のマスコミからの注目度も高く、NHK のニュースを含め各所で報道。

○ 「海洋プラスチックごみの実態把握及び資源循環に係る本邦技術の活用に向けた情報収集・確認
調査」を実施。
○

水質汚濁防止に向けた取組として、横浜市との連携を通じた本邦技術の海外展開（フィリピン）、
包括的な支援を通じた下水道整備を推進（カンボジア）。

オ . 食料安全保障
○

アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）対象国 32 か国のうち 20 か国において 27 件の事
業を形成・実施。RICE アプローチに基づき、アフリカにおける拠点国であるウガンダ及びカメ
ルーンにて、稲作人材育成のための広域研修を実施。
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○

サブサハラ・アフリカにて、農業機械の活用状況や本邦企業の優位性を確認する調査を実施し、
調査結果を本邦企業に共有。

○

水産資源管理について、セネガルでのコマネジメントの協力の成果を周辺国と共有する広域プロ
ジェクトを開始。カリブ島嶼国地域ではサンゴ礁域等の沿岸水産資源の保全管理にコマネジメン
トを活用する広域プロジェクトを開始。

○

気候変動による不作のリスクの軽減に資する天候インデックス型農業保険導入のモデル案件を
エチオピアにて実施。

＜課題と対応＞
引き続き SDGs やパリ協定、仙台防災枠組達成への貢献を念頭に置きつつ、地球規模課題の解決に向
けて持続可能かつ強靭な国際社会の構築に貢献する事業を形成・実施する。その際、先進的・革新的技
術・手法（イノベーション）の活用や緑の気候基金（GCF）等も含めた国内外のパートナーシップ拡大
を図る。また、国際的な議論を注視し、海洋プラスチックごみ対策等に対する時宜にかなう取組の検討
を進める。食料安全保障については、SDGs の 2、13、14 を念頭に置き、国際機関や民間との連携も
含め、先進技術活用等による CARD フェーズ 2 対象国の土地生産性の向上、コマネジメント等による
水産資源の持続可能な利用及び気候変動に対する適応策（耐性品種開発、農業保険による担い手の保護）
の強化などに取り組み、食料危機リスクを低減する方法の構築を進める。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築に向けた取組について、機構の
活動として、以下の実績が認められる。
（定量的実績）
【指標 4-3】
「防災分野における人材育成数」が目標値（8,000 人）を約 226.4％上回る 26,115 人とな
り、中期目標期間において着実に指標を達成していると考えられる。
（定性的実績）
１．気候変動
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、脱炭素化及び気候変動に対し強靭な社会づくり（含：
パリ協定実施指針を踏まえた、各種取組の遂行に必要な能力強化及び事業形成）、気候変動対策の
主流化促進、GCF 活用に向けた事業形成推進及び民間資金動員に関する機構内の知識向上、COP25
での発信等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：GCF 活用に向けた事業形成推進に関し、受託業務提案書を初めて GCF 事務局
に提出したほか、コンセプトノートを 2 件提出し、また 4 件について受託業務提案書の作成に着手
するなど、同基金の活用に向けた進展が見られた。GCF の活用は、外部資金の活用を通じて機構の
インプットに対する効果発現を最大化する上で重要な取組である。
指標：
【指標 4-1】
「低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する、気候変動
対策に係る支援の実施及び機構内における気候変動主流化の取組状況」に関して、関連指標「気候
変動対策分野に係る研修実績数」は基準値及び例年より半数程度の水準となったが、これは複数の
主要案件の終了時期が重なったこと等が要因と考えられる。他方、上記の定性的な実績のとおり、
引き続き気候変動対策に係る支援を着実に実施したと認められる。
２．防災の主流化・災害復興支援
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、自然災害に対して強靭な社会づくり（含：事前防災
としての強靭なインフラ事業の形成、災害や支援ニーズに係る迅速な情報収集、BBB の概念共有）、
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防災の主流化推進、防災行政官及び実務者育成、BBB の概念に基づく復興支援等を着実に実施し
たことを確認した。
特筆すべき実績：ネパール地震の復興支援に関し、地域の相互扶助を促進しながら住宅再建を支
援する機構の「緊急住宅復興事業」において、完工率が 2020 年 1 月時点で完工率 90%に達し、平
均 70%弱の完工率に留まる他ドナーの支援地域と比して顕著な成果が発現した。また、この完工率
の高さに着目した世界銀行が機構のモデルを採用するなど、外部からもその有効性が評価されてい
る。ネパール政府関係者からも機構の貢献は高く評価されており、機構による事業の品質向上の取
組によって高い成果を得た事例として評価される。
このほか、フィジーにおいて機構が支援した「国家防災政策 2018-2020」が政府に正式承認され
ており、事業を通じて着実に相手国政府の意志決定に貢献するとともに、仙台防災枠組のグローバ
ルターゲット達成にも貢献したものと言える。
指標：
【指標 4-2】
「自然災害に対して強じんな社会づくりに資する、防災の主流化及び被災国に
対するビルドバックベターの考え方に基づく支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほ
か、関連指標（指標 4-3 と共通）は基準値を大幅に上回る水準となった。
３．自然環境保全
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、自然環境保全と人間活動との調和を図る仕組みづく
り（含：REDD+、泥炭地管理やメコン地域の自然環境保全分野での政策提言及び事業形成、民間
企業との連携推進、外部資金活用の促進）、
「サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジ
リエンス強化イニシアティブ（AI-CD）
」通じた具体的アクションの促進、衛星技術を用いた森林モ
ニタリングシステムの強化、グリーン経済の推進、沿岸域における自然環境保全強化等を着実に実
施したことを確認した。
特筆すべき実績：ベトナムにおいて機構が支援した森林モニタリングの有効性が認められ、機構
支援対象地域以外でも導入されたこと、ラオスでは機構がドナー調整を通じて森林法改正に寄与し
たこと、カンボジアでは機構の貢献が評価され環境大臣より感謝状を授与したことなど、機構の取
組が高い効果を上げ、外部からも評価されるとともに、相手国の政策決定に貢献していることが認
められる。
また、TICAD 7 では AI-CD に関するサイドイベントや、JAXA、ITTO（国際熱帯木材機関）との
共催による森林保護に関するサイドイベントを開催した。
指標：
【指標 4-4】
「国内外の関連機関との連携を含む、自然環境保全に係る支援の実施状況」に
関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は「JJ-FAST（JICA-JAXA 熱帯林早期警戒システム ）
を活用した国数」
が 1 件増加し前中期目標期間期末の 1.5 倍となった一方、
「機構が支援する REDD+/
生物多様性分野関連の協力対象国数」は昨年に続き減少した。
４．環境管理
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、都市部の住環境改善及び持続可能な経済社会システ
ム構築に係る取組（含：3R 推進及び「3R プラス Return」試行、Waste to Energy 導入適格国へ
の支援、海洋プラスチックごみ対策への貢献検討、
「アフリカのきれいな街プラットフォーム」通じ
た廃棄物管理の知見共有・連携・資金動員の促進、水環境行政及び汚水処理事業の実施能力強化及
び事業形成、適切な環境社会配慮の確保に向けた政策 ･ 法制度整備及び実施能力強化等）を着実
に実施したことを確認した。
特筆すべき実績： 海洋プラスチックごみ対策に関して、貢献策の検討に留まらず、具体的事業
（SATREPS「東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」）のプロジェクト・
デザインについて合意した。機構初の海洋プラスチックごみ対策に特化した案件であり、海洋プラ
スチックごみ対策に係る関心が高まる中、政府の重要施策である「マリーン・イニシアティブ」に
も貢献する同案件の形成は重要な進展であると言える。
また、インドネシアにおいて、廃棄物発電に係る PPP 事業のための事業者選定手続の支援を IFC
との協働によって開始しており、廃棄物発電事業の促進に向けた新規性のある取組として評価出来
る。
さらに、機構が他機関と共催した TICAD 7 のサイドイベント「アフリカのきれいな街プラット
フォーム」第 2 回全体会合での活動を通じて TICAD 7 成果文書に貢献した。
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指標：
【指標 4-5】
「我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野の政策･
法制度や管理態勢の構築、能力強化に係る支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、
関連指標は過去 2 年より減少傾向にあるものの、引き続き基準値を大きく上回る水準となった。
５．食料安全保障
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、国家稲作開発戦略の具体化に向けた CARD 対象国
における事業形成・実施（含：RICE アプローチの実施促進）、サブサハラ・アフリカにおける農業
機械の活用状況や本邦企業の優位性に係る調査、水産資源管理に係る技術協力事業形成、違法・無
報告・無規制（IUU）漁業対策に係る課題別研修、衛星を活用した技術協力、天候インデックス型
保険の受容度の高い国の特定等を着実に実施したことを確認した。
指標：
【指標 4-6】
「食料安全保障に資する、CARD への貢献を含む持続可能な農業の推進及び水
産資源の利用に係る支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標はいずれも
2017・2018 年度に引き続き基準値を大幅に上回る水準となった。
（結論）
以上により、定量指標が 120%を越える結果を得たこと、年度計画において予定されていた取組
をいずれも着実に実施したほか、特筆すべき定性的な成果が多数見られ関連指標からもその傾向が
是認出来ることから、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め、
「Ａ」評価
とする。
具体的には、日本政府の重要政策である SDGｓの達成に向け、特に、環境・気候変動や防災等の
分野において積極的な取組を実施し、国際社会における我が国のプレゼンス向上に貢献した。気候
変動分野では「緑の気候基金」の日本の公的機関唯一の認証機関として、第 1 号案件となるモルデ
ィブでの事業に係る提案書を提出した。防災についても、仙台防災枠組み達成への取組をフィジー
の国家防災政策策定支援等を通じ積極的に行ったほか、大阪サミットで合意された海洋プラスチッ
クごみに係る「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を実現するための案件として、東南アジアに
おける研究拠点形成に向けた協力を日本及びタイの大学が連携して開始した。廃棄物管理に関して
は TICAD 7 で議論を主導し、成果文書策定へ貢献するなど、我が国が主催する重要な国際会議での
公約の具体化に大きな貢献を行った。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き SDGs やパリ協定等の国際的枠組みや、仙台防災枠組、大阪ブルー・オーシャン・ビジ
ョン等の我が国がイニシアティブを取る重要政策への貢献を念頭に置きつつ、地球規模課題の解決
に貢献する事業を形成・実施することを期待する。なお、GCF の活用に向けて昨年度進展が見られ
たところ、今後案件が早期に採択されるとともに、今後も機構のノウハウを生かして途上国のニー
ズに沿った質の高い案件の形成に積極的に取り組み、それら案件が GCF 支援事業として採択・実
施されることを期待したい。
＜その他事項＞
特になし。
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